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Bring on tomorrow



AIGの歴史に刻まれた年 ‒ 2012年

1,823 億ドル 2,050 億ドル 227 億ドル

2012年の年始時点では、米国財務省によるAIG普通株式の保有率は約77%でした。
しかし、12月中旬までに、米国財務省は保有する残りすべての株式を売却しました。
これにより、米国政府によるAIGへの公的支援はすべて解消されました。この歴史的な達成
のために、AIGは組織の再編成により、再び中核となる事業に焦点を合わせ、AIGの名の下
に結びつきを強めました。困難を乗り越え、私たちは今未来を見据えています。
AIGは自ら定めた目標を達成し、より良い未来を共に描き、築き、そして確固たるものに
していきます。

金融危機の発生に伴い米国政府から
AIGが受けた支援の最高額

AIG、連邦準備銀行および米国財務省
による資産の売却およびその他の措置
により2012年12月14日までに米国
政府に返済された総額

AIGに対する支援により
米国政府が得た利益
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2012年の動き

52,000+ 657億ドル 276億ドル

1800万人 98% 670万ドル

AIGのグローバルネットワーク
AIGの商品が提供されている国 （々白塗り部分）

2012年にマイホーム維持のために
AIGが貢献できた家族の数

2012年のAIGの総収入 2012年のAIGプロパティ・
カジュアリティの支払保険金の総額

退職後の生活設計にAIGが
貢献できた米国人の数

「Fortune500」のうちAIGと
取引のある企業の割合

2012年にAIGがマッチング・
プログラムを通して慈善団体に
寄付した金額の総額



ROBERT H.  BENMOSCHE Pres ident  and Ch ief  Execut ive Of f i ce r
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CEOから株主の皆様へ

過去数年をかけて、私たちAIGは約束を守るのだという
ことを、世界中のお客様や地域コミュニティ、そして米国
に対して実証することができました。

私がAIGの一員となったのは2009年8月ですが、その頃
AIGは実際よりも低い価値で資産を売却していました。
私は、お客様のために尽力し正しいことをしようとする素
晴らしい社員たちに至るところで出会いましたが、再生
を誓う彼らの努力もむなしく、かつてないほどの厳しい
世論が広がり、解体が進む会社を目の当たりにして、その
士気は失われつつありました。

AIGの組織は膨張し過ぎ、多角化が進み過ぎ、透明性に
問題があるということは明白でした。また、企業の中核と
なる保険ビジネスと、公的支援の返済のため売却する
ビジネスを特定する中で、お客様や監督当局、投資家、
社員の期待に応え、またそれ以上を目指すためには、
あらゆる面で変革が必要であると気付きました。

AIGの社員に再び活力と自信を与えることが、私たちの
思い描く未来を実現する道でした。

その道を歩み続けた結果、2012年はAIGの歴史に残る
節目の年となりました。社員と共に多くの進展を遂げ、
次のような約束を果たすことができたことを大変誇りに
思っています。

AIGは、米国政府による1,823億ドルの公的支援に
対し、利益を出す形で完済すると約束しました。そし
て、その約束通り、私たちは、2012年12月までに、
公的支援の全額に220億ドル以上の利益を上乗せ
した2,050億ドルを超える返済を完了しました。

AIGは、組織の簡素化を進め、より焦点の合った組
織となることを約束しました。そのために非中核ビジ
ネスを売却し、業務およびサポート部門の簡素化を
実施しましたが、2009年に新生AIGにおいて中核と
なるビジネスと特定した損害保険や生命保険および
住宅ローン保証といったビジネスが、引き続き成長
を続けていることは大変素晴らしいことです。私たち
は、真の意味での“One AIG”を実現し、主要な保険
事業において、新たに生まれ変わったロゴと共に
AIGを再登場させました。

AIGは、業績に連動した報酬制度を実現すると約束
しましたが、2012年は、その包括的なプロセスおよび
基準の実施を開始してから3年目にあたります。これ
により社員の士気が高まったのと同時に、利益、成長
率およびリスク選択のバランスをとり、業務を遂行
する社員が、その貢献に応じて適切な報酬を受ける
ことができるようになりました。

AIGは、適切な成長機会に焦点を絞り、重点的に取り
組むと約束しました。中国人民保険集団（PICC）へ
の投資や、ウッドベリー・ファイナンシャル・サービス
および富士火災海上保険の子会社化はその一つで
あり、私たちは多くの戦略的パートナーシップを築
いています。

AIGは、リスクマネジメント力を向上させると約束し
ました。現在、AIGにおけるリスクマネジメントは統
合されており、決断を下しビジネスの方向性を定め
る上で、重要な要素になっています。また、最悪の事
態においても財務力を維持できる資本政策を強化す
るため、全社規模で定期的にストレステストを実施し
ています。このようなリスクマネジメント体制により、
AIGにおける主要なリスクに対する取締役やマネジ
メントチームの認識が向上しています。

■

■

■

■

■

AIGは今後も
成功を積み重ね、
新生AIGの存在を
示していくと約束します。



ロバート・H・ベンモシェ
アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
社長兼CEO
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AIGは、収益性を回復し、お客様中心主義に回帰
すると約束し、2012年までに3年連続で通期黒字
を達成しました。AIGにとって米国で過去2番目に大
きい災害であったハリケーン「サンディ」に見舞われた
2012年も私たちは利益を上げています。また、AIG
プロパティ・カジュアリティおよびAIGライフ・アンド・
リタイヤメントの再編を通して、組織の簡素化をはか
り、法人および個人のお客様にサービスを提供し続
けることに改めて注力しています。

2012年にAIGは多くの進展を遂げ、次のような実績を
上げることができました。

AIGプロパティ・カジュアリティの営業利益は改善
しました。また、引き続き保険料率の上昇傾向が見ら
れました。2012年のAIGプロパティ・カジュアリティ
の正味収入保険料は344億ドルに上り、米国および
カナダにおける米国資本の企業向け保険会社の中
でトップになりました。また収入保険料において、
ヨーロッパでは最も大きい米国資本の損害保険会社
となったほか、日本および中国において最大の外資
系損害保険グループとなっています。

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの運用資産は
2012年に著しく増加しました。歴史的な低金利が
続く中でも、お客様にとって重要な長期にわたる安心
を提供する役割を果たすため、革新的かつ魅力的な
リタイヤメント商品の提供によってマーケットを牽引
しています。

ユナイテッド・ギャランティの新規の引受による保険
料収入は、2011年は188億ドルでしたが、2012年
は375億ドルに増加しました。また、信用度は改善傾
向を示しています。

AIGの投資ポートフォリオの実績は、ニューヨーク連
邦準備銀行によるメイデン・レーンⅢ エルエルシーの
資産の処理に伴い購入した債券を含め、リスク選好
に見合った収益強化により改善しました。

AIGのバランスシートは、無担保債券の発行や、非
中核事業における最大の資産であり航空機リース
ビジネスのマーケットを牽引する存在であるインター
ナショナル・リース・ファイナンス・コーポレーション
（ILFC）の売却合意、AIAグループ・リミテッド（AIA）
の残りの株式売却等の非中核資産の売却により強化
されました。

AIGの新しい時代が幕を開けましたが、私たちにはまだ
成し遂げるべきことがあります。今後も皆様との約束を
必ず果たしていきます。

AIGは今後も成功を積み重ね、新生AIGの存在を示して
いくと約束します。私たちは、企業や一般家庭、そして
地域コミュニティにとって信頼できるパートナーになる
ために、日々注力しています。その中で、余分な費用を
抑え、ビジネスを強化するための経費節減に取り組んで
います。ビジネスの強化により信用力を高め、更に多くの
投資家の皆様からの投資を受けることができるよう努力し
ていきます。また、新たなテクノロジーや業務プロセスを
採用し、シェアード・サービスの活用を進めることにより、
更に効率を高めていきます。これは、経費節減や業務プロ
セスの簡素化につながるはずです。更に、素晴らしい人材
を育て維持し、ダイバーシティを促進し、社員が連携して
仕事をする環境を整えることを約束します。AIGはこれ
までにないほど賢明な組織となり、組織全体で構築して
いる膨大なデータの活用や分析を通して得た知見に基
いて決断を下しています。

これが新生AIGの力であり、未来への約束なのです。

私たちはこれまで多くの困難を経験しましたが、共に助
け合い、多くのことを成し遂げてきました。AIGの約束は
必ず守られるのです。

Bring on tomorrow. （明日に挑む）

2013年2月21日

■

■

■

■

■

■



ROBERT S.  MILLER Non-Execut ive Cha i rman of  the Board

 
 

 

 

ロバート・S・ミラー
アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
非常勤会長
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会長から株主の皆様へ

2011年度のAIGアニュアルレポートの中で、私はAIGの
社員が企業史において最大の劇的な復活を成し遂げた
ことは「時間が経てばわかる」と申し上げましたが、これ
ほど早くその時が訪れるとは思いませんでした。

AIGは2012年に米国政府による公的支援の解消を成し
遂げましたが、非中核資産の売却や明確なレポートライン
の下でのグローバル組織の簡素化、ビジネスの成長につ
ながる機会の創出により確固とした未来を築くため、賢
明な経営判断を重ねてきました。新たな時代の幕開けと
なる2013年は、私たちが共に何を成し遂げることがで
きるかということが成功の判断基準となるでしょう。

取締役会の役割とは、AIGのビジネスを確実に理解し、
その知識によって、真の意味での監督を実施し、十分な情
報を得た上で決定を下すことだと私たちは考えています。

この信念により、取締役会はAIGをより良い未来へと導
くため、独立した組織であると同時にマネジメントと協力
し、真摯な姿勢で積極的に取り組んでいます。今後もあ
らゆる努力を続け、AIGの基盤となる指針の実施と監督
に尽力していきます。

現在、取締役会においてAIGのエンタープライズ・リスク・
マネジメント（ERM）部門から常に報告を受け、AIGが
様々な状況下でどのような影響を受けるかを検証する
ストレステストの結果について議論しています。このような
取締役会とエンタープライズ・リスク・マネジメント部門
の取り組みにより、2008年に経験したような危機が訪
れることは二度とないと私は確信しています。

また、連邦準備制度理事会（FRB）による監督も実施さ
れています。2012年に米国政府による持分が50％を下
回ったことからFRBによる包括的な監督を受けています
が、AIGを最高レベルの組織へと導き、強化することに寄
与するこの監督をAIGは歓迎しています。また、企業およ
び取締役会として、FRBとの関係において透明性を保
ち、率直な対話を重ねることが重要であると強く感じて
います。私を含め、取締役会内の各種委員会の代表が、
意見交換のため定期的にFRBの代表者との面談の機会

を設けており、今後もFRBの疑問や提案および指針に耳
を傾け、対応していくつもりです。

世界中の様々な拠点で取締役会を開催することで、取締役
が進行中のビジネスを直接目にすることができています。
ハリケーン「サンディ」に見舞われた数日後に、取締役会の
他のメンバーとクアラルンプールにあるAIGのオペレー
ション・アンド・システムの施設を訪れました。ITの専門
家を集め、総力を結集して設けられたその指令センター
では、テキサスのフォートワースにある同様の指令セン
ターや、ニュージャージーやニューヨークにおけるビジネ
スを支援するため休みなく働くAIGの同僚たちとの連携
が続けられていました。今後もAIGの事業継続体制を検
証し強化し続けていかなければなりませんが、AIGは事
業中断の危機に対応することができると既に証明していま
す。AIGのグローバル組織は、逆境を乗り越え、新たな
チャンスを見出す素晴らしい力を持っています。

チャーティスやサンアメリカ・ファイナンシャル・グループ
という名前を返上し、AIGを損害保険マーケットにおけ
るプロモーションのためのブランドとしたこと、また生
命保険及びリタイヤメント・サービス部門における名称
をAIGライフ・アンド・リタイヤメントとすることでAIG
を再登場させる決断を下したことは、AIG復活の何より
の証です。社員やお客様、ビジネスパートナーの皆様が
明日に挑む力につながるであろう新たなロゴやブランド
プロミスを得て、私たちは確実に未来を見据えています。

可能性を広げ限界を超えるための支援をすることが取
締役会の務めであると考え、今後もAIGが最大限の可能
性を実現することができるよう力を尽くしていきます。
AIGの新たな時代の幕開けです。過去、現在、そして社員
の尽力や米国の支援の上に今私たちが手にした未来――
AIGがチャンスを活かすべき時がきたのです。

過去、現在、
そして社員の尽力や
米国の支援の上に
今私たちが手にした未来
AIGがチャンスを
活かすべき時がきたのです。

2013年2月21日
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財務ハイライト

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

業績：
総収入
AIGに帰属する純利益
税引き後営業利益 （損失）
普通株式1株当たり利益 （損失）：
AIGに帰属する純利益 （損失）
AIGに帰属する税引き後営業利益 （損失）

貸借対照表：
総資産
総資本
1株当たりブック・バリュー （1）

その他の包括利益累計額を除く1株当たり
　ブック・バリュー （1）

主要な経営指標：
AIGプロパティ・カジュアリティ コンバインド・レシオ
AIGプロパティ・カジュアリティ
　保険事故年度調整済みコンバインド・レシオ （2）

AIGライフ・アンド・リタイヤメント
　保険料、預かり資産、その他の収入

（1） 2011年及び2012年の金額は、包括利益累計額（AOCI）から追加払込資本への法人税の再分類を反映して修正されています。
2010年の1株当たりブック・バリューは、2011年1月以前の資本再構成化の完了を反映したものと見なし暫定的に示しています。

（2） コンバインド・レシオは、異常災害損失、関連する復活保険料、前年の動向、保険料調整の控除、準備金の割引による影響を除外し
ています。

税引き後営業利益
（損失）
（単位 :  億ドル）

総資産
（単位 :  億ドル）

総資本
（単位 :  億ドル）

（単位 :  ドル）

その他の包括利益累計額を
除く1株当たりブック・バリュー

（   　　）

（   　　）
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UNITED
Bring on tomorrow

AIGは、すべての皆様にとって
よりよい未来を、共に描き、築き、
そして確かなものにしていきます。

Bring on tomorrow

 

Bring on teamworkBring on One AIG
AIGがブランドプロミスとして掲げている
この言葉は、単にAIGの新しいブランドロ
ゴを彩るためのものではありません。
この言葉は、AIGの社員を結集させ、一つ
の行動へと向かわせる力です。
新生AIGは、約63,000人の社員が一丸と
なったチームとして、130ヵ国以上でお客様
にサービスを提供し、ビジネスパートナーや
お客様の未来のために、熱意をもって困難
に立ち向かい、新たなイノベーションをもた
らしています。

AIGの名のもとに私たちは連携を強め、
それが私たちをさらに強くしています。
グループ全体が「One AIG」として連携す
るだけでなく、ビジネスパートナーの皆様
と協力し、共に力を合わせることで、いか
に大きな困難でも乗り越えることができ
るはずです。
世界中で構築された豊富なデータや経験
が支えるネットワークが、AIGならではの
ソリューションの提供を可能にします。

私たちは、たとえ厳しい状況の中でも、正しい
価値観を備えた適材が協力し合い、努力する
ことで、最大の困難さえ乗り越えることがで
きると知っています。このような信念は、粘
り強さや誠実さと共通するものであり、同様
の精神は、ラグビーの世界においても重んじ
られています。
現在、私たちは米国ラグビー協会とのパート
ナーシップによって、全米代表のジュニア
チーム及び大学生チームを支援しています。
また、スポーツ界全体においても比類ない評
価を得ている名門チームであるオールブラッ
クスを含めたニュージーランドラグビー協会
のスポンサーを務めています。
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共通の目標に向かい、世界中で働く63,000人のAIGの社員

~63,000
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TRUST
Bring on tomorrow

.

Bring on keeping promises Bring on rebuildingBring on security
私たちは必ず約束を守ります。その積み
重ねが現在のAIGです。
米国の納税者による支援に対し、利益を
上乗せした形で完済するという約束を掲
げた時、私たちはそれを必ず守ると決心
しました。そして、ついにその約束を果た
したのです。
私たちは、米国政府のAIGに対する公的
支援に対し、220億ドル以上の利益を出
す形で完済しました。

一般のご家庭から成長企業まで、あらゆる
お客様がよりよい未来を築くお手伝いをする
ことを約束します。たとえばTata AIGは、
革新的なマイクロ・インシュアランス（小規
模保険サービス）のプログラムを開発し、
インドの農村地域で350,000頭もの牛の
追跡を可能にし、多くの農業従事者の生活
を守りました。
また、AIGライフ・アンド・リタイヤメントで
は、生活の質維持のための保険を提供し、
重病、介護、障がいや他の生命保険のニー
ズを保障しています。サンアメリカ・リタイ
ヤメントマーケッツは、老後の長さに関わら
ず、終身の収入保障を提供しています。

私たちは予期せぬ事態が発生した時、お客
様の近くにいることを約束します。
2012年3月にケンタッキー州にある学校が
トルネードに襲われた際には、学校再建の
ため、数日内に500万ドルの小切手をケン
タッキー州教育委員会保険信託に送りまし
た。10月にハリケーン「サンディ」が米国北
東部に上陸し、多くの社員がその進路にあ
たるエリアにいる状況下でも、私たちはお
客様の支援を続け、最も影響の大きかった
地域の一つに移動式災害センターを設置し
て、30日以内に1億7,500万ドルを超える
保険金の支払いを行いました。

AIGはいつも
お客様の近くにいます‒お客様を
最高の状態へと導き、
皆様の夢や日々の成功を
実現する力になるために。
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1億1,510万ドル
AIGプロパティ・カジュアリティが2012年に支払った毎営業日あたりの平均支払保険金



COMMUNITY
Bring on tomorrow

Bring on giving back Bring on doing moreBring on giving time
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私たちは世界中でより良い未来を
築くために、会社の資源の提供や、
社員のボランティア活動のバックアップを
通して地域コミュニティを支援しています。

AIGの社員は、仕事に対してだけではなく、
地域コミュニティへの貢献にも情熱を傾け
ています。また、個人的な支援を提供しよ
うとしている社員と、その対象となる組織
をAIGとしても支援したいと考えています。
重要な役割を果たしている組織を支援す
る社員に対し、会社としての賛同を示すた
めに、2012年に適用範囲の広いマッチン
グ・グラント・プログラムを新たに立ち上げ
ました。
社員による適正な非営利団体への年間
5,000ドルまでの寄付において、マッチング
割合1対2で、AIGは最大で10,000ドルを
追加して寄付することになります。

AIGは、新たなボランティア休暇制度によ
り、社員が仕事以外の場面で、地域コミュ
ニティにおいて才能を発揮することを推
進しています。
既に世界中で多くの社員が活動を始めて
います。シンガポールや韓国では、社員が
地域コミュニティにおける支援団体と連
携して、地域の低所得家庭に食事を提供
しています。フィリピンでは、社員が資金を
集め、2012年8月に発生した南西季節風
（ハバガット）による洪水の被災者に対し
生活必需品を送りました。

AIGは24年間にわたり、AIGプロパティ・カ
ジュアリティによるビジネス・ミーティング
と、スキーやスノーボードの競技会を合わせ
たウィンター・サミットを開催しています。
2011年から、ウォーファイター・スポーツ・
プログラムを通して、戦闘中に重傷を負った
兵士や退役軍人に対しスポーツによるリハ
ビリを支援しているディスエーブルド・ス
ポーツ・USAに対して、競技会やイベントの
出席者の支援を得て、150万ドル以上を寄
付しています。
また、新たなプロボノ活動により、AIGの法律
分野の専門家が、NPO団体や限られた手段
しか持てない立場の人々を支援しています。
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10,000ドル
マッチング・プログラムにより、慈善団体に対する個人寄付に対して
AIGが上乗せ拠出する社員一人当たりの最大額



取締役
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左から

Arthur C. Martinez 

シアーズローバック
元取締役会会長、プレジデント兼CEO

W. Don Cornwell 

グラント・ブロードキャスティング・
コーポレーション　元取締役会会長、
元CEO

Henry S. Miller 

マーブルゲート・アセット・
マネジメント・エルエルシー　会長
ミラー・バックファイヤー・アンド・
コ・エルエルシー　元会長兼
マネージング・ディレクター

John H. Fitzpatrick 

ジュネーブ協会　事務局長
スイス・リー　元CFO、
生命保険及び健康保険部門ヘッド、
金融サービス部門ヘッド

Morris W. Offit 

オフィット・キャピタル　会長、
オフィットバンク　創立者兼元CEO

Suzanne Nora Johnson 

ゴールドマンサックス・グループ・
インク　元副会長

Robert S. Miller 

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

Robert H. Benmosche 

アメリカン・インターナショナル・
グループ・インク　社長兼CEO

Christopher S. Lynch 

KPMG LLP　元ナショナル・パートナー

George L. Miles, Jr. 

チャスター・エンジニア・インク　名誉会長
WQEDマルチメディア
元プレジデント兼CEO

Ronald A. Rittenmeyer 

エキスパート・グローバル・ソリューションズ・
インク　会長、社長兼CEO
エレクトロニック・データ・システムズ・
コーポレーション　元会長、
CEO兼プレジデント

Douglas M. Steenland 

アーサー・C・マルティネス

W・ドン・コーンウェル

ヘンリー・S・ミラー

ジョン・H・フィッツパトリック

モーリス・W・オフィット

スザンヌ・ノラ・ジョンソン

ロバート・S・ミラー

ロバート・H・ベンモシェ

クリストファー・S・リンチ

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア

ロナルド・A・リッテンマイヤー

ダグラス・M・スティーンランド

ノースウェスト・エアラインズ・
コーポレーション　元プレジデント兼CEO

（2013年5月15日に開催された年次株主総会において、モーリス・W・オフィット氏が退任し、新たにウィリアム・G・ジャーゲンセン氏およびテレサ・M・ストーン氏が選任されました。）



以下は外国会社報告書に記載されている事項のうち、公益又は投資者保護のために必要かつ適当な

ものとして内閣府令で定めるもの（開示府令第17条の３第２項）の要約の日本語による翻訳文です。

(注)１ 本書において、「AIG」、「当社」、「我々」、「我々の」は、別途記載がある場合または文脈上別途解

釈される場合を除き、デラウェア州法人であるアメリカン・インターナショナル・グループ・インクおよ

びその連結子会社を包括的に指す。「AIG 親会社」とは、AIG を単独で指し、連結子会社はこれに含まれない。 

２ 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」は米ドルを指す。 

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

４ 本書は、2013年２月21日に米国証券取引委員会に提出された様式10-Kの記載に基づくものである。したがっ

て、本書における将来の見通しおよび予測などに関する記述は、2013年２月21日以降本書提出日までに生

じた事象は考慮されていない点に留意されたい。 

第一部　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)(2)(11)。 
(連結ベース) 

2012年 2011年12月31日に終了する事業年度  2010年 2009年 2008年 

総収入(百万ドル) 65,656 59,812　　　　　 72,829(10)　　　　　　　　70,173(10)　　　　　　　    (11,777)

法人所得税費用考慮前、継続
事業からの利益(損失)(百万ドル) 9,322 116 20,247 (16,027) (104,296)

AIGに帰属する純利益(損失)(百万ドル) 3,438 20,622 10,058 (8,362) (101,784)

普通株式(百万ドル) 4,766 4,766 368 354 368

発行済普通株式総数 1,906,611,680 1,906,568,099 147,124,067 141,732,263 147,401,900

総資産(百万ドル) 548,633 553,054 675,573 838,346 848,552

総資本(4)(百万ドル) 98,002 101,538 78,856 60,585 40,844

普通株式１株当たり期末現在の総資本
(5)(ドル)  66.38 53.53 561.40 448.54 303.71

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) 2.04 11.01 14.98 (71.37) (775.80)

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) 2.04 11.01 14.98 (71.37) (775.80)

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

(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(3)  -

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

配当性向(6)(%) - - - - (1.60)

普通株主持分比率(7)(%) 17.86 18.36 11.67 7.23 4.81

自己資本利益率(8)(%) 3.51 20.31 12.75 (13.80) (249.20)

株価収益率(9)(%) 1,730.39 210.72 384.65 (42.01) (4.05)

現金の期末残高 
(百万ドル) 1,151 1,474 1,558 4,400 8,642

従業員数（千人） 63 57 63 96 116

13
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(1) 本項の記載は、外国会社報告書に記載のある事項及び記載のない事項を併せて作成している。 

(2) 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(9)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。 

(3) 2008年９月23日以降、配当を停止している。 

(4) 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）。 

(5) 総資本を発行済普通株式総数で除した数値。 

本計算を行う上で使用した各年度の発行済普通株式数は、以下のとおりである。 

各年度の計算の基準日 発行済株式総数 自己株式 発行済普通株式数 

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

2011年12月31日 1,906,568,099 9,746,617 1,896,821,482

2012年12月31日 1,906,611,680 430,289,745 1,476,321,935

(6) 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。 

(7) 総資本を総資産で除した数値。 

(8) 当期純利益を総資本で除した数値。 

(9) 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* 

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) 

2011  23.20ドル(2011年12月30日) 

2012  35.30ドル(2012年12月31日) 

* 上記表における2008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。 

(10) 当期の表示に合わせるため、過去の期間に係る一部組換が行われている。 

(11) 記表における2008年度から2011年度の数値は、保険の獲得または再保険契約に関連して計上することができる

保険会社が負担する費用の計算の修正に関する新しい会計基準の遡及的適用により、従前開示していた数値から

修正されている。 



第二部　事業の内容

(1) 会社の目的 

 

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

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

州一般会社法に基づき設立された会社がなしうるあらゆる合法的な事業および活動を行うことで

ある。 

 

(2) 事業の内容 

 

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク（「AIG」）は、グローバルかつトップクラ

スの保険会社である。1919年に設立後、今日にいたるまで、AIGは、130以上の国の顧客に幅広い

損害保険、生命保険、リタイヤメント商品、モーゲージ保証保険およびその他の金融商品を提供

している。AIGの提供する商品およびサービスには、企業および個人向けに、資産保護、リスク管

理および退職後の生活保障を支援する多様な商品およびサービスが含まれる。 AIG普通株式は、

ニューヨーク証券取引所および東京証券取引所に上場している。 

 

AIGの主な強みには次が含まれる。 

 

各保険分野のリーダーであり、業績を伸ばしているワールドクラスの保険フランチャイズ 

殆どの国際市場に存在感のある多様なビジネス・ミックス 

高度化されたリスク管理に支えられた、保険会社としての世界最大規模の株主資本＊を有するAIG

の資本の効果的な活用 

最近の非中核事業の売却および米国納税者に対する返済義務の履行等に見られる戦略的目標の実

行 

３年連続して通年の利益が黒字化したことから見られる収益性の改善 

 

                                 

＊ 入手しえた特定の外国保険会社の最新の情報である2012年６月30日現在の情報に基づく。 

15
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AIGのグローバル保険事業 

当社がどのように収入を伸ばし、収益性を高めるのか 
 

当社の主な収入源は、保険料、ユニバーサル生命保険の保険証券および投資商品の発行手数料ならびに

投資利益である。  

当社の事業費用の項目は、保険契約者に支払う保険給付金および発生した保険金請求、保険契約者に支

払う利息、当社の商品を販売し、サービスを提供する上で発生する手数料およびその他のコスト、なら

びに事業を営む上で発生する一般的な経費である。  

当社の収益性は、商品を値付けし、保険および年金商品にかかるリスクを管理し、当社のポートフォリ

オを効果的に管理し、費用管理を通じたコスト管理を行う能力にかかっている。  

 

2012年第３四半期より、チャーティスのセグメントは、AIGプロパティ・カジュアリティと、サンアメリ

カのセグメントは、AIGライフ・アンド・リタイヤメントと、その名称を変更された。ただし、特定の既

存のブランドは、特定の地域および市場セグメントで引き続き使用される。 

AIGプロパティ・カジュアリティ 

AIGプロパティ・カジュアリティは、世界最大級の損害保険ネットワークを通じて企業、法人および個人

の顧客に損害保険商品を提供している主要な事業者である。AIGプロパティ・カジュアリティは、その強

力な資本基盤に支えられながら、多様なマルチ・チャンネル販売網を通して業界で最も広範囲な商品や

サービスを提供している。

AIGライフ・アンド・リタイヤメント 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、米国における生命保険およびリタイヤメント・サービスを提供

する主要な事業者である。また米国において、生命保険およびリタイヤメント・サービス会社としては

大手のうちの一社に入る。業界において最も幅広い販売網および最も多様な商品を提供するAIGライフ・

アンド・リタイヤメントは、18百万人以上の顧客にファイナンシャルおよびリタイヤメント保障を提供

する。

その他の事業 

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」または「UGC」）

間住宅モーゲージ保証保険（「モーゲージ保証保険」）を提供する主要な事業者である。モーゲージ保

は、民

証保険は、高い融資比率の契約上の第一抵当モーゲージにかかる貸倒れから最初に発生する損失を、

モーゲージの貸し手に対し補償する。貸し手にこの補償を提供することにより、UGCは、モーゲージの

貸し手が、事業を健全に責任をもって営みつつ競争力を維持することを可能にし、また個人が、より低

い頭金で住宅を購入することを可能にする。 

その他の事業には、グローバル・キャピタル・マーケッツ、直接投資事業、留保権益ならびにコーポ

レートおよびその他事業も含まれる。  

2012年12月９日、AIGは、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」）

の80.1パーセントを売却し、買い手に追加で9.9パーセントの持分を取得するオプションを付与する旨

合意したことを発表した。この結果、航空機リースセグメントに従前含まれて発表されていたILFCの

業績は、すべての期間において非継続事業に分類され、関連する資産および負債は、2012年12月31日

現在売却目的に分類された。 



AIGの2012年の収入源（単位：百万ドル） 

再編および再建： AIG前進し続ける 

我々は、当社の今後の成長のために重要な措置を講

じ、2012年に、AIGに対する米国政府からの公的金融支

援をすべて解消した。これらの金額は、下記「2011お

よび2012年の成果」において述べる。

ニューヨーク連邦準備銀行（「NY連銀」）

当社は、2008年９月およびその後のグローバルな金融

危機の時期に米国政府から受けた公的支援を返済し

た。この公的支援には、NY連銀からのクレジット融資

枠（NY連銀およびかかる融資枠を「NY連銀クレジット

融資枠」と総称する。）および不良資産救済プログラ

ム（「TARP」）に基づく米国財務省からの資金提供が

含まれていた。この公的支援を受けた後に、AIGの取締

役会および経営陣は、当社の事業の改善および以下４

つの優先事項の達成に注力した。 

・当社の国際的な損害保険事業ならびに米国内生命保

険およびリタイヤメント事業を強化することにより、

AIGの価値を高めること

・大幅な事業売却によることを含め、米国政府から受

けた公的支援を返済すること

・事業コストを削減すること

・特定の金融商品およびデリバティブ取引に対する当

社のエクスポージャーを縮小することにより、リスク

を減らすこと

我々は、過去数年間にわたり、
これらの主な４つの優先的な分
野のそれぞれにおいて、大きな
前進を遂げた。我々は、我々の
主要な事業を保護して価値を高
め、AIGの財務力を復活させ、米
国の納税者に返済し、リスクを
減少させることに注力した。 

米国財務省 

2011年１月14日に完了した一連の取引（「資本再構成」）を通じて、当社は、政府から受けた

様々な形による公的支援をAIG普通株式に交換し、米国財務省は、当時の発行済みのAIG普通株式

の約92パーセントを保有する主要株主となった。 

米国財務省は、売出株主として、2011年５月、2012年３月、５月、８月、９月および12月に完了

した６つの証券登録された売出しを通じて、その保有するAIG普通株式をすべて売却した。当社は、

2012年に実施された最初の４つの売出しを通じて約130億ドルでAIG普通株式約421百万株を購入し

た。当社は、2011年５月および2012年12月の売出しでは、AIG普通株式を購入しなかった。 

生命保険
＄9,509

個人向け
保険
＄14,403

法人向け保険
＄23,609

その他
＄1,769

2％

3％

モーゲージ
保証保険
＄867

AIG
プロパティ・
カジュアリティ

AIG
ライフ・アンド・
リタイヤメント

13％

16％

41％25％

29％

69％

リタイヤメント・
サービス
＄7,258
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以下の表は、上記の成果およびその他の成果を示している。 

 
2011年および2012年の成果 

重点を置いた事項 実行した措置 結果 

 ルド億776 了完を成構再本資、に年1102・米国政府による

公的支援の返済

の完了 

 

 

・米国財務省は、2011年および2012年のAIG普通株式

の６つの売出しを通じて、AIGにおける全ての持分を 

売却した。 

516億ドル* 

  米国政府に

よるAIGの 

所有が解消

された 

・保険業の営業利益を改善した。 

 

 

 

2012年は、 

16億ドル、 

2011年は、 

10億ドル 

・2012年の当保険事故年度の損害率を改善した 

（異常災害損失および過去年度の変動を除く。）。 

2012年に 

3.5ポイント 

 。了完を置配再金現、に年1102・

中核事業の発展  

・2012年に、中国人民保険集団股份有限公司、 

ウッドベリー・ファイナンシャル・サービス・インク 

およびサービス・ネットに戦略投資を実施した。 

2012年に 

７億ドル 

・2012年に、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 

おける残りの持分を収益化し、AIAグループ・リミテッド

（「AIA」）における残りの持分を売却した。 

246億ドル 

・2012年に、ILFCの持分につき最大で90パーセントを

売却する旨の合意を締結した。 

42億ドル（80.1

パーセント） 

非中核事業の 

売却 

 

・2011年中、AIGスター生命、AIGエジソン生命および

ナンシャンならびにメットライフの有価証券を売却 

した。 

166億ドル 

 

・2012年および2011年に子会社から現金配当を受領 

した。 

52億ドル 

および33億ドル 

・クレジット融資枠が変更、延長、増額およびシンジ 

ケート化され、４年間のリボルビングクレジット融資枠と 

なった。 

40億ドル 

 

 

流動性および 

資本基盤の強化 

 

  

  

事 業 ポ ー ト

フォリオを 

集約した 

資金対策を

より柔軟に 

した。 ・2011年から2012年にかけて１株当たりの帳簿価額が

増加した。 

12.85ドル 

・AIGは、2011年および2012年に債券オファリングを 

行った。 

38億ドルおよび

20億ドル 

・2012年中、AIG普通株式を購入した。 130億ドル 

キャピタル・

マーケッツ取引 

 

・2011年中、AIG普通株式が売却された。 29億ドル 

*AIGは、米国財務省によるAIG普通株式売却からの手取金を全く受領しなかった。米国財務省は、現在もAIG普通株式

約270万株を購入するための10年ワラントを保有している。 



AIGプロパティ・カジュアリティ 
 

事業戦略 
 

ビジネス・ミックスの変更：付加価値の高い事業および地域で成長を目指すこと 

最適な保険引受体制の構築：データ・マイニング、科学および技術に投資することにより、料率設定お

よびリスク選定ツールを強化すること 

最適な保険金請求プラクティスの構築：新たな保険金請求に関する技術、さらに効率的で効果的な事業

運営モデル、および損害を生じさせる経済的要因をより効果的に管理するためのデータツールを導入す

ることにより、保険金支払い業務に伴う経費を減少させること 

事業費用の管理：AIGの規模を利用し、標準化を進めることにより、繰り返し発生する事業費用を減らす

こと 

資本の運用：リスク調整を反映した利益評価指標の導入、再保険の最適活用、関連法人の再編により、

資本を効率良く割り当てること 

AIGプロパティ・カジュアリティの事業セグメント－商品およびサービス 

 

AIGプロパティ・カジュアリティの事業セグメントは、法人向け保険および個人向け保険に分かれている。

これらの事業セグメントに帰属しない段階的に廃止される事業は、その他の事業に含まれている。 

2012年度における事業セグメント別の正味収入保険料の割合は次のとおりである*。 

*その他の事業に含まれて報告されている事業からの正味収入保険料は、わずかである。 

法人向け
保険

個人向け
保険

41％
59％

19



法人向け保険 

商品別の2012年正味収入保険料の割合は次

のとおりである。（単位:百万ドル） 

個人向け保険

商品別の2012年正味収入保険料の割合は次の

とおりである。（単位:百万ドル） 

法人向け商品： 

賠償責任保険 :一般損害賠償保険、法人向

け自動車損害賠償責任保険、労働者災害保

険、エクセス賠償責任保険および危機管理

保険を含む。さらに、賠償責任保険は、大

企業の顧客および多国籍企業のためのリス

ク管理およびその他の顧客のニーズに合わ

せて設計する（オーダーメイド型）保険プ
ログラムも含む。  

財物保険：事業の中断を含む、人為的な被

害または自然災害のエクスポージャーを補

償する産業エネルギー・プラント関連およ

び法人向け財物保険を含む。 

特殊保険：航空宇宙保険、環境保険、ポリ

ティカルリスク保険、取引信用保険、保証

保険、海上保険および中小企業向けの様々

な保険商品を含む。 

ファイナンシャルライン：会社役員賠償責

任保険（「D&O」）、身元信用保険、雇用慣

行賠償責任保険、受託者賠償責任保険、サ

イバー保険、海外特殊危険保険ならびに業

務過誤賠償責任保険（「E&O」）を含む様々

な形の専門職業賠償保険を含む。 

販売：法人向け保険は、主に独立したリテ

ールおよび仲介人ならびにこれらの支店か

らなるネットワークに加え、独立した代理

店網を通じて販売されている。 

個人向け商品： 

傷害および医療保険：個人、従業員、組合お

よびその他の団体において任意および制度化

された傷害保険および補完医療保険を含む。

また米国外市場では生命保険を含む他、レジ

ャーおよびビジネス旅行者のための広範囲な

旅行保険商品も含む。 

パーソナルライン：自動車保険、火災保険お

よび延長保証保険を含む。さらに、個人向け

顧客グループを通じて提供される個人富裕層

のための補償（包括保険、ヨットおよび美術

保険、ならびになりすましおよびクレジット

・カード保護などの個人向け特殊商品を含

む。）を含む。 

販売：個人向け保険は、主に代理店およびブ

ローカーの他直販およびパートナー団体なら

びにインターネットを通じて販売されている。

財物保険
＄4,191

パーソナル
ライン
＄7,181

傷害および
医療保険
＄6,969

特殊保険
＄3,576

賠償責任保険
＄8,574

ファイナンシャル
ライン
＄3,959

49％51％

42％

19％18％

21％

20
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その他の事業: 

主に、段階的に廃止されている事業、法人向け保険または個人向け保険事業セグメントに帰属し

ない事業および費用、割り当てられていない正味投資利益、正味実現キャピタル・ゲインおよび

ロス、ならびにその他の収入および費用項目からなる。 

AIGプロパティ・カジュアリティは、次の主要な事業会社を通じて主に事業を行っている： 

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

ー・エー、ニューハンプシャー・インシュアランス・カンパニー、アメリカン・ホーム・アシュ

アランス・カンパニー、レキシントン・インシュアランス・カンパニー、エーアイユー・インシ

ュアランス・カンパニー、チャーティス・オーバーシーズ・リミテッド、富士火災海上保険株式

会社（「富士火災」）、チャーティス・シンガポール・インシュアランス・プライベート・リミ

テッドおよびエイアイジー・ヨーロッパ・リミテッド 

AIGプロパティ・カジュアリティの概観

グローバルな事業展開 

AIGプロパティ・カジュアリティは、先進国および新興経済国の両方において、国際的に大きな存

在感を持ち、主に３つの主要な地域において商品を販売している。 

・アメリカ：米国、カナダ、中米、南米、カリブ海ならびにバーミューダを含む。 

・アジア・パシフィック：日本ならびに中国、韓国、シンガポール、ベトナム、タイ、オースト

ラリアおよびインドネシアを含むその他のアジア太平洋国を含む。 

・EMEA（ヨーロッパ、中東およびアフリカ）：英国、ヨーロッパ大陸、ロシア、インド、中東お

よびアフリカを含む。 

2012年度のAIGプロパティ・カジュアリティの元受保険料のうち、６パーセントはカリフォルニア

州、５パーセントはニューヨーク州でそれぞれ引き受けられ、19パーセントは日本、７パーセン

トは英国でそれぞれ引き受けられたものである。その他の州または米国外区域で引き受けられた

保険料の割合は、いずれも５パーセントを超えていない。 

2012年11月21日、AIG、中国人民保険集団股份有限公司（「PICCグループ」）および中国人民人寿

保険股份有限公司（「PICC生命」）は、中国の主要な都市に重点を置いた中国全土で特別な代理

店勢力を通じて生命保険およびその他の保険商品を販売し、再保険およびその他関連事業におい

て提携することを企図する、AIGおよびPICC生命の間で合弁保険代理店会社（「合弁事業」）の設

立案に関する拘束力のないタームシートを締結した。AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、

PICCグループに対して約5億ドルの株式投資を行った。AIGの合弁事業への参加は、AIGプロパテ

ィ・カジュアリティが管理する。 

正味収入保険料総額は344億ドル

2011年度の正味収入保険料に基づくと、AIGプロパティ・カジュアリティは、米国およびカナダに

おける最大の企業向け保険会社であり、ヨーロッパにおける最大の米国系損害保険会社であり、

日本および中国において最大の外資系損害保険会社である。またAIGプロパティ・カジュアリティ

は、多くの発展途上国に第一人者として参入しており、中国、インドおよびブラジルなどで事業

を発展させていく上で有利な立場にある。 
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EMEA 

ヨーロッパ

中東 

アフリカ 

64億ドル

19% 

アメリカ 
米国／カナダ 

バーミューダ 

中南米およびカリブ海 

176億ドル 
51% 

アジア・パシフィック
日本 

その他アジア太平洋国 

104億ドル 

30% 
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競合環境 

 

保険業界の競合環境は非常に熾烈である。AIGプロパティ・カジュアリティは、約3,300にのぼる

他の株式会社、専門保険団体、相互会社およびその他の保険引受団体と競合関係にある。国際市

場では、AIGは特定の市場分野および商品において、米国の大手保険業者、国際的な保険グループ

および現地法人が当地で行う保険事業と競合している。 

保険会社は、リスク引受基準、商品価格、サービスおよび保険約款の組み合わせにおいて競合し

ている。AIGプロパティ・カジュアリティは、主にその確立されたブランド、財務力および大規模

な資本基盤、革新的な商品、特殊補償を提供する上での専門性ならびに顧客サービス等の点にお

いて、保険業界では、抜きん出た存在である。 

AIGプロパティ・カジュアリティは、最大手の多国籍企業から現地の企業および個人に至るまで

グローバル規模で企業および個人顧客にサービスを提供している。AIGの顧客は、AIGの熟練した

引受けの専門性ならびにその市場および顧客に対する長期コミットメントから利益を得ている。 

 

AIGプロパティ・カジュアリティの競争力における強みおよび課題 

 

多様性：サービスを提供する顧客、引き受けた商品および販売網が広範である。 

グローバル・フランチャイズ：90カ国を超える国および地域で事業を展開している。 

規模：資本収益率を最適化するために、リスクを分散させることができる。 

サービス：顧客ニーズに着目し、強力なグローバル保険金請求対応、損害防止および軽減ならびに

リスクエンジニアリング、引受けおよびその他関連サービスを提供している。 

専門性：熟練した従業員を新たな才能を有する人材で補完している。 

財務力：充分な資本があり、強力なバランス・シートを有している。 

 

ただし、以下の課題が上記の強みをやや相殺する。 

 

高い参入障壁が存在する。

近年の規制の変更が、事業を取り巻く環境をさらに複雑にし、業界の成長および収益性に影響を

及ぼしている。 

 



AIGライフ・アンド・リタイヤメント 
 

事業戦略 
 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、以下の戦略的イニシアティブに重点を置いている。 

 

運用資産の成長：すべてのチャンネルを通して、収益性のある商品の販売を成長させるために、

統一的な販売組織を充分に活用する。収益ソリューションとAIGライフ・アンド・リタイヤメント

の資本基盤に対する需要の拡大、リスク管理、革新的な商品設計、拡大化した販売イニシアティ

ブおよび変額年金事業を成長させるための財政規律に注力する。AIGライフ・アンド・リタイヤ

メントの規模および資本基盤が競争上の優位性を提供している、厳選された機関投資家向け市場

の機会を追求する。 

保有する生命保険の増加：消費者に重点を置いた調査を通して、上質で差別化された商品ソリュ

ーションを提供する、革新的な生命保険の提供を展開する。より効率的で、費用競争力があり、

機動的な経営モデルを創造するために、生命保険のプラットフォーム、事業およびシステムを統

一する。 

株主資本利益率の強化：財務力および耐久性、資本効率性および営業行為の容易性を強化するた

めに、簡略化された法人構造を確立する。技術への投資ならびに現存の資源および低コスト営業

センターのより生産的な利用を通して、運営上の効率、費用管理およびサービスを改善する。 

 

事業セグメント 

 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、生命保険および関連する保障性商品に重点を置く生命保
険事業、ならびに投資、退職用貯蓄および収益ソリューションに重点を置くリタイヤメント・サ
ービス事業といった２つの事業セグメントから構成されている。2012年４月12日に、AIGライフ・

アンド・リタイヤメントは、組織の販売パートナーおよび消費者により良いサービスを提供する

ことを意図し、いくつかの重要な組織構造および経営陣の変更を発表した。新たな構造の重要な

側面は、明確な商品区分、共有の年金および生命保険事業のプラットフォームならびにすべての

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの商品を入手できる統一的な全チャンネルの販売組織である。 

 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、2013年第１四半期に報告内容の変更が実施された際には、

新たな構造を反映するために業績の表示を修正し、すべての従前の表示を新たな構造を反映する

よう一致させる予定である。新たな構造は、リテールおよび機関投資家向けといった、２つの事

業セグメントを含んでいる。リテール商品には、生命保険、傷害および医療保険（A&H）、定額年

金、変額年金および収益ソリューション、ブローカレッジ・サービスならびにリテール・ミュー

チュアル・ファンドが含まれる。機関投資家向け商品ラインには、団体リタイヤメント商品、団

体給付金および機関投資家向け市場が含まれる。機関投資家向け市場の商品ラインは、安定的な

バリュー・ラップ商品、仕組型保険および一括給付型年金、私募変額生命保険および年金、保証

投資契約ならびに法人および銀行所有生命保険で構成される。 

 

また、AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、2012年12月31日をもって、６つの生命保険事業法

人を統合し、アメリカン・ジェネラル・ライフ・インシュランス・カンパニーとした。この合併

は、運営上の効率性を生み出し、生産者および顧客がAIGライフ・アンド・リタイヤメントの事業

を行いやすくする一方で、資本および配当計画を促進する。AIGライフ・アンド・リタイヤメント

は、引き続き、既存のブランドの商品およびサービスを販売する。 

24
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AIGライフ・アンド・リタイヤメント事業セグメント―商品およびサービス 

 

2012年度における事業セグメント別の収益合計の割合は次のとおりである＊。 （単位：百万ドル）
 

 

生命保険 

 

2012年度における商品別の保険料、預かり資産およびその他報酬は次のとおりである＊。

*その他には、定額、株式指標連動型および段階的に廃止される年金が含まれる。

（単位：百万ドル） 

商品には、すべての部門の生命保険、据置年金および給付型年金が含まれる。 

 

生命保険
＄9,509

その他＊

＄320

団体給付金
＄680

機関投資家向け
商品
＄775

生命保険ならびに
傷害および医療保険
＄3,354

リタイヤメント・
サービス
＄7,258

43％

66％

15％

13％

6％

57％
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リタイヤメント・サービス 

 

商品別2012年度の保険料、預かり資産およびその他報酬（単位：百万ドル） 

商品およびサービスは、投資、退職用貯蓄および収益ソリューション商品に重点を置いている。 

 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、米国最大の生命保険企業グループの1つであり、現在の

金融サービス市場のリーダーである。

 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、リテールおよび機関投資家向け市場の両方において、リ

ーダーとしての地位を維持している。 

・銀行およびその他の金融機関を通じた定額年金の販売におけるリーダーとしての長年の地位に

ある 

・収益保証ソリューションにおける革新者および変額年金の上位プロバイダーである 

・業界最高レベルの生命保険ならびに傷害および医療保険商品を有する 

・幅広いリテール・ミューチュアル・ファンド商品を有する

・国内における最大かつ独自のブローカー・ディーラーのネットワークの１つである 

・義務教育学校、高等教育機関、医療機関、政府およびその他の非営利事業者における有数の退

職金制度の供給業者である 

・仕組型年金における業界大手の地位を含む、機関投資家向け市場商品を有する 

・職場組織および類縁組織を通して販売される団体給付金の多数の品揃え 

変額年金
＄4,561

団体
リタイヤメント
商品
＄7,028

ブローカレッジ・
サービスおよび
リテール・ミュー
チュアル・ファンド
＄2,723

定額年金
＄1,495

10％

17％

44％

29％
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生命保険 

 

生命保険の事業セグメントは、幅広い保障性商品および死亡率型の商品を提供している。これら

の商品は、アメリカン・ジェネラル、AGLA、AIGダイレクトおよびAIGベネフィット・ソリューショ

ンズの４つの主なブランド名で販売されている。 

 

生命保険ならびに傷害および医療保険： 

主な商品には、定期生命保険、ユニバーサル生命保険ならびに傷害および医療保険商品を含んで

いる。生命保険ならびに傷害および医療保険商品は、アメリカン・ジェネラルのブランド名で、

独立したマーケティング機関および独立した保険代理店を通して販売される。専業代理店は、生

命保険ならびに傷害および医療保険商品を、AGLAのブランド名で販売している。アメリカン・ジ

ェネラルおよびAGLAは、引き続き、革新的商品の開発および差別化された商品ソリューションを、

販売関係者および顧客に提供することに重点を置く。AIGダイレクト（かつてはマトリックス・ダ

イレクトとして知られていた）は、定期生命保険ならびに傷害および医療保険の直販型専用の販

売者である。 

 

機関投資家向け： 

主要な商品には、仕組型保険および一括給付年金、定額給付年金、私募変額年金および変額生命

保険、法人所有生命保険、銀行所有生命保険ならびに安定的なバリュー・ラップ商品が含まれる。

これらの商品は、アメリカン・ジェネラルのブランド名で、独立したマーケティング機関および

仕組型保険ブローカーを通して販売される。機関投資家向け市場は、これらの商品部門において

成長するための統制のとれた便宜主義的なアプローチを有している。 

 

団体給付金： 

2012年に、AIGライフ・アンド・リタイヤメントとAIGプロパティ・カジュアリティは米国団体給

付金事業を統合し、AIGベネフィット・ソリューションズとなった。当該事業は引き続き、従業員

（雇用主が支払うものと、自主的なものの両方）およびアフィニティー・グループのために広範

囲の保険および給付金商品の売買を行う。主な商品には、生命保険、災害死亡保険、出張旅行傷

害保険、就業不能保険、医療エクセス保険（超過損害）、歯科保険、眼科保険、ならびに職場ユ

ニバーサル生命保険、重病保険および事故保険が含まれる。 

 

 

リタイヤメント・サービス 

 

リタイヤメント・サービスの事業セグメントは、投資、リタイヤメントおよび収益ソリューショ

ンの商品およびサービスを提供している。これらの商品およびサービスは、以下に記載される

様々なブランド名で販売される。 

 

団体リタイヤメント： 

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

名で商品が販売され、定額および変額団体年金、団体ミューチュアル・ファンドならびに団体管

理サービスおよび団体コンプライアンス・サービスが含まれる。VALICキャリア・ファイナンシャ

ル・アドバイザーおよび独立の金融アドバイザーは、退職金制度の加入者に対し、加入援助およ

び包括的な財務計画サービスを提供する。 

 

定額年金： 

主に、ウェスタン・ナショナルのブランド名で商品が販売され、一時払いおよび変額据置定期年

金が含まれる。ウェスタン・ナショナルは、銀行と共同で商品を設計し、効率的で柔軟な経営プ

ラットフォームを提供することにより、銀行に対する販売チャンネルにおいて業界トップの位置

を維持している。 
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変額年金： 

サンアメリカ・リタイヤメント・マーケッツ（「SARM」）のブランド名で商品が販売され、退職

年金を顧客に提供することを目的としている。顧客は、株式および確定利付ポートフォリオ、保

証付死亡給付金および多様な保証付退職年金ソリューションを含む、多様な投資オプションおよ

び商品特性を提供する幅広い変額年金から選択することができる。変額年金商品は、銀行ならび

に国および地域の独立したブローカー・ティーラー団体を通して販売される。 

 

ブローカレッジ・サービス：米国内最大規模の独立金融アドバイザーのネットワークである、ア

ドバイザー・グループの事業を含んでいる。ブランドには、ロイヤル・アライアンス、セージポ

イント、FSCセキュリティーズおよび2012年11月に調整後購入価格48百万ドルで取得したウッドベ

リー・ファイナンシャルが含まれる。 

 

リテール・ミューチュアル・ファンド：サンアメリカ・アセット・マネジメントのミューチュア

ル・ファンドおよび関連する経営およびサービス事業が含まれる。 

 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、主にアメリカン・ジェネラル・ライフ・インシュアラン

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

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

ー・オブ・ニューヨークの３つの主要な保険事業会社を通して事業を行っている。 

 

 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの2012年度の保険料、ならびに保険料、預かり資産および

その他報酬 

 

保険料は、従来の生命保険から受領する金額、団体給付金制度および偶発給付年金の預かり資産

を表している。保険料、預かり資産およびその他報酬は、GAAPの基準に基づくものではなく、生

命保険料ならびに年金契約およびミューチュアル・ファンドの預かり資産を含む。 
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販売チャンネル別の2012年度のAIGライフ・アンド・リタイヤメントの売上高 

（単位：百万ドル） 

１年間の間に回収される予定である新しい保険制度による生命保険、団体傷害および医療保険の

保険料、ならびに新規および既存の顧客からの不定期の預金、一時払い保険料および年金預金の

10パーセントを示している。 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの多様な販売網 

 

AIGと関連する会社／事業体／個人など AIGと関連していない会社／事業体／個人など 

・ VALICキャリア・ファイナンシャル・アド

バイザーズ：教育、非営利および政府団体

に勤務する1,200以上のファイナンシャル・

アドバイザー 

・ AGLAキャリア・エージェント：広範囲な

中間市場に焦点を当てている3,100を超える

エージェント 

・ アドバイザー・グループ：6,000を超える

独立の金融アドバイザー 

・ AIGダイレクト：生命保険商品ならびに傷

害および医療保険商品の直販による販売者

・ 銀行：約600の銀行および約69,000の金融

機関エージェント 

・ 独立マーケティング機関：150,000超にの

ぼる有資格の独立エージェントへのアクセ

スを提供する、1,700を超える独立のマーケ

ティング機関およびブローカレッジ総合代

理店との関係 

・ ブローカー・ディーラー：120,000を超え

る有資格の金融専門家へのアクセス 

・ ベネフィット・ブローカー：コンサルタ

ント、ブローカー、第三者的管理者および

総合エージェントを含む 

非関連会社

ブローカー・ディーラー
＄589

VALIC
金融アドバイザー
＄684

AIGダイレクト
およびその他
$70

アドバイザー・グループ
＄48

ベネフィット・ブローカー
＄77

AGLA専属代理店
＄88

銀行
＄259

独立した
マーケティング
機関
＄236

関連会社

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの概観

57％43％

29％

33％

3％

2％ 13％

5％

4％
11％
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競合環境および顧客マーケティング力

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、その他の大規模な大手保険会社および金融サービス会社

を含む、約1,800の生命保険および退職用貯蓄商品の供給業者と競合している。生命保険会社は、

リスク引受基準、商品価格、サービスおよび諸条件の組み合わせにおいて競合している。リタイ

ヤメント・サービス会社は、信用格付および販売する保証給付の特性において競合している。 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、主に、その確立したブランド、革新的な商品、広範囲の

販売網、顧客サービスおよび強力な財務格付に基づき、保険および退職貯蓄事業において競合し

ている。AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、18百万を超える顧客に対して、金融および退職

保証の確保を手助けしている。 

 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの競争力

 

・有数の生命保険およびリタイヤメントのブランド 

・多様な商品の組み合わせ 

・幅広いマルチ・チャンネル販売網 

・経済力 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、その対象市場において評判の良いブランドを携えた確

立したリーダーである。AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、様々な市場に効果的なソリュー

ションを提供するための規模と幅広い商品知識を有している。 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、発展性のある一連の商品を有している。一連の商品に

は、生命保険、傷害および医療保険、年金、ミューチュアル・ファンド、団体リタイヤメント、

団体給付金および法人商品ならびに当社の顧客に安心な未来を提供するためのその他のソリュー

ションを含む。 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの販売網は、米国市場の広範囲に及んでいる。AIGライフ

・アンド・リタイヤメント商品は、金融アドバイザーおよび保険代理店による、関連および非関

連のパートナー両方に及ぶ広範囲で成長しているマルチ・チャンネルのネットワークにおける

300,000を超える金融専門家により販売されている。 

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの財務プロフィールは、強力かつ安定的であり、顧客に対

し、AIGライフ・アンド・リタイヤメントがリタイヤメントおよび保険商品に関連する金融債務を

果たす能力に対する信用を与えている。 

 

これらの強みは、業界の成長および収益性に影響を及ぼすさらなる複雑な環境を創り出した、近

年の規制上の変化により若干相殺される。 



31

その他の事業 

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」または「UGC」）

は、借り手の債務不履行および差し押さえによる損失から、モーゲージの貸し手および投資家を

保護する個人住宅モーゲージ保証保険を提供している。1,100を超える従業員により、ユナイテッ

ド・ギャランティーは、現在、米国において百万を超えるモーゲージ・ローンを保証しており、

また９つのその他の国において事業を有している。2012年において、ユナイテッド・ギャランテ

ィーは、保証モーゲージの当初の元本残高である370億ドルを超える新たな保険の引受けを生み出

し、米国の個人モーゲージ保証保険のトップの供給業者となり、また米国で最高の格付けを有す

る個人モーゲージ保証会社である。 

モーゲージ保証保険の事業戦略 
 

リスクの選別：独占的で多様なリスク評価モデルおよび統制のとれた引受アプローチを使用した

リスク選別およびリスクに基づく値付けに重点を置くことを通して、高品質の事業を保証する。 

革新：商品、技術およびプロセスの発展および強化を通した革新に重点を置くことで、モーゲー

ジ・システムの利害関係者の需要を満たす。 

使いやすさ：成長を生み出すため、統制されたリスク選別および管理を犠牲にすることなく、モ

ーゲージ保証保険システムの複雑性を取り除く。 

費用管理：モーゲージ業界の仕組みの変化に迅速に対応するために、技術および共有するサービ

スの利用を通してプロセスを合理化する。 

モーゲージ保証保険 

商品およびサービス: ユナイテッド・ギャランティーは、幅広い保険料支払いプランによる、第

一次抵当モーゲージ保証保険を含む一連の商品およびサービスを提供している。ユナイテッド・

ギャランティーの主な商品は、個人モーゲージ保証保険である。当社が提供する保険（「モーゲ

ージ保証保険」、「モーゲージ保証」または略して「MI」と呼ばれている）により、借り手が少

額の頭金で住宅を購入することが可能となっている。これは、MIが高額融資比率（「LTV」）モー

ゲージにかかる借り手の債務不履行リスクの増大（20パーセント未満のエクイティ）から貸し手

を保護するためである。要するに、MIは貸し手に、多くの人々に対してより多くのモーゲージ・

ローンを提供させる。 

 

自宅所有者サポート：ユナイテッド・ギャランティーは、ローンの支払いが遅れている自宅所有

者が、自宅を維持する方法を見つけることにも協力している。借り手とモーゲージ回収業者の間

の連絡窓口として、ユナイテッド・ギャランティーは、差し押さえの回避を手助けするために、

条件を満たす自宅所有者に対して、追加のサポートを提供している。 
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モーゲージ保証保険の概観

モーゲージ保証保険の販売チャンネル 

 

・ ナショナル・モーゲージ・バンカー ・ コミュニティー・バンク 

・ マネー・センター・バンク ・ ステート・ハウジング・ファイナンス・エー

ジェンシー 

・ リージョナル・モーゲージ・レンダー ・ ビルダーオウンド・モーゲージ・レンダー 

・ クレジット・ユニオン ・ インターネット・ソースド・レンダー 

モーゲージ保証保険の競合相手および競争力 

 

ユナイテッド・ギャランティーは、大手および業界新規参入両方のモーゲージ保証保険の６社の

民間供給業者、ならびに米国最大のモーゲージ保証保険供給業者であるフェデラル・ハウジン

グ・アドミニストレーションと競合している。 

ユナイテッド・ギャランティーのブランドは、50年もの歴史を有しており、業界において高い評

価を受けている。当社は、財務力、リスクおよび保険料の低いモーゲージを提供する当社のリス

クに基づく値付け戦略、当社の革新的商品およびリスク管理に対する厳格なアプローチにより、

自身を差別化している。これらの強みにもかかわらず、モーゲージ機関に関するさらなる複雑な

規制、および将来における米国内の住宅金融制度に対する政府による関与の不確実性により、モ

ーゲージ市場に生じる潜在的な問題が存在する。これらの困難は、当社の事業に悪影響を及ぼす

可能性がある。 

 

 

その他の事業には、以下も含まれる：
 

グローバル・キャピタル・マーケッツ（「GCM」）は、AIGマーケッツ・インク（「AIGマーケッ

ツ」）の事業ならびにAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープ、AIGトレーディング・グルー

プおよびこれらの子会社（以下「AIGFP」と総称する。）の残存デリバティブ・ポートフォリオで

構成されている。AIGマーケッツは、AIG、その子会社および第三者の間のデリバティブの仲介人

としての役割を担っており、ヘッジ・サービスを提供している。AIGFPのポートフォリオは縮小し

続けており、AIGのリスク管理の方針に合わせて管理されている。このポートフォリオの公正評価

額は、定期的に変動する可能性があるが、ポートフォリオは、複雑性およびリスクが低い、また

は一般に費用対効果分析に基づき縮小することが経済的に適していないとAIGが判断する取引で主

に構成されている。 

 

直接投資事業（「DIB」）は、対応投資プログラム（「MIP」）およびAIGの中核保険事業に関連し

ない特定の子会社（AIGFPの特定の非デリバティブ資産および負債を含む）において、AIG親会社

により直接保有される資産および負債のポートフォリオで構成されている。DIBポートフォリオの

管理は、AIGのリスク管理の方針に一致した収益を最大化するための秩序ある縮小に重点を置いて

いる。一部のDIBの非デリバティブ資産および負債は、公正価値オプションのみにおいて計上され

るため、業績は定期的な市場の変動による影響を受ける。 

 

留保権益は、AIAのIPO後に保持された現存のAIA普通株式およびアメリカン・ライフ・インシュア

ランス・カンパニー（「ALICO」）売却の対価として受け取ったメットライフ・インク（「メット

ライフ」）の売却前の有価証券の公正価値ゲインまたはロス、ならびにNY連銀によるML III資産

の清算以前においては、ML IIIにおける保有持分の公正価値ゲインまたはロスを含む。 

コーポレートおよびその他事業は、主に利息費用、連結時には加味されないAIGの会社間借入れに

おける利息収入、特定の報告セグメントに属さないコーポレート・スタッフの人件費、内部統制

ならびに金融上および営業上のプラットフォームに関する特定の費用、企業イニシアティブ、特

定の報酬制度に関する費用、コーポレート・レベルの正味実現キャピタル・ゲインおよびロス、

特定の訴訟関連費用および受取額、AIGの不動産投資事業の業績、ならびに非継続事業としての会

計処理が認められなかった売却された事業および資産の正味ゲインおよびロスで構成されている。 
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売却事業：当社は、中核事業に重点を置き、政府の援助を返済し、財政的柔軟性およびリスク管

理を改善するための当社の戦略に関連して、2009年以来、多くの事業に投資を行ってきた。 

売却事業には、会計上非継続事業として計上されない、売却された事業体の過去の業績が含まれ

る。売却事業には2010年10月29日に至るAIAの過去の業績および下記のとおり、AIGの残りの消費

者金融事業が含まれる。2010年第３四半期には、AIGはAIA普通株式の新規株式公開を完了させた。

この新規株式公開の完了時にAIGは、AIAの発行済み株式の約33パーセントを保有していた。AIAに

おけるこの保有持分および過去にAIGがAIAの取締役会に参入したことにより、AIAは非継続事業と

して表示されていない。 

非継続事業

非継続事業は、売却された、または売却が予定されている、特定の会計基準を満たした事業体で

構成されている。 

2012年12月９日に、AIGは、ILFCの80.1％を、購入者が追加で9.9％の持分を取得するオプション

付きで、約42億ドルの現金で売却する旨の合意を締結した。この売却は、2013年に終了する見込

みである。ILFCの業績は、表示されるすべての期間において非継続事業として反映され、その資

産および負債は、2012年12月31日においては売却目的保有として分類されている。 

2011年８月18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」）の売却を完了させた。2011年２月１日には、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」）の売却を

完了させた。それぞれの売却日におけるナンシャン、AIGスター生命およびAIGエジソン生命の業績

は、2012年より前のすべての期間において、非継続事業として反映されている。 

2010年第４四半期に、AIGはALICOおよびアメリカン・ジェネラル・ファイナンス・インク

（「AGF」）の売却を完了させた。2011年より前の期間は、ALICOおよびAGFを非継続事業として反

映している。 

さらに、2010年第３四半期にAGFを非継続事業に分類したことを受けて、主にAIGフェデラル・セー

ビングス・バンクおよびポーランドの消費者金融グループを通じて運営されているAIGの残りの消

費者金融事業は、AIGのコーポレートおよびその他事業の一部としてその他の事業において報告

されている。 
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再保険活動 

AIGの子会社は、主に総額をベースとして、自己勘定でリスクを引き受けており、それらのリスク

が望ましいリスク保有高を超える場合は、その超える限度において、個別のリスクまたは合算ベ

ースでエクスポージャーの一部の再保険を行うことにより、世界中で事業を行っている。また、

一部の直接引受取引の条件として、当社は、顧客、エージェントまたは規制により、キャプティ

ブ、その他の保険会社、地域の再保険会社および法の定めるところの強制保険プールを含む特定

の再保険会社に対してリスクのすべてまたは一部を出再するよう求められている。 

2012年に、AIGプロパティ・カジュアリティは、当社の法人資本管理の効率を改善し、当社の世界

的な商品ラインのリスクおよび収益性の目標を支援するために、新たに構築された再保険の枠組

みおよび戦略を採用した。再保険は、全体的な自己資本比率を管理し、自然および人為的災害を

含む特定の事象の影響を軽減するためにも利用される。新たな枠組みおよび戦略を採用した結果

として、多くの個別の再保険契約が、より効率的で世界的なプログラムに統合され、2012年には、

リスクおよび資本管理目標の支援により第三者に出再される再保険が減少した。多くの異なる形

式の再保険契約および異なる市場が、当社のリスクおよび収益性の目標を達成するために利用さ

れる可能性がある。当社は、引き続き、当社のリスクおよび収益性の目標を達成するために利用

される再保険市場および様々な契約の相対的な魅力を評価する。 

当社がその時々に選択できる再保険の形式は、一般的に、当社が(i)一定の割合の保険料および損

失を再保険会社に譲渡する比例式再保険、または当社が一定の金額を超えたすべてまたは一定の

割合の損失を、リスク、発生（災害の再保険を含む）もしくは総額ベースで出再する非比例式再

保険もしくは超過損害再保険、および(ii)確定した保険契約書を保証する契約、または個別の保

険契約を保証する任意のプレースメントのいずれを希望するかによって左右される。 

再保険市場には、以下が含まれる。 

・再保険仲介業者を通してまたは直接的にアクセスされる、米国、バーミューダ、ロンドンおよ

びヨーロッパを含む、従来の地域および世界の再保険市場 

・CAT債、「サイドカー」（投資家が、保険料と引き替えに、保険会社から事業帳簿におけるリ

スクを引き受けることを可能にする特別目的会社）および類似の媒体を含む、ILSおよび担保付

再保険取引における投資家を通した資本市場 

・直接および引受再保険の両方に従事する、および／またはスワップに従事するその他の保険

会社 

再保険契約は、AIGの子会社の保険契約者に対する直接的な債務を取り除くものではない。しかし、

効果的な再保険プログラムは、実質的に、当社の重大な損失の可能性に対するエクスポージャー

を軽減する。 
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収入の創出：当社の保険事業投資活動 

AIGプロパティ・カジュアリティならびにAIGライフ・

アンド・リタイヤメントは、一般的に保険料および預

かり資産を保険金請求または給付金の支払いよりかな

り前倒しに受け取っている。当該介在期間において、

当社は、かかる保険料および預かり資産を、保険金請

求または給付金の支払いに利用できる正味投資利益お

よび手数料収入を拠出するために投資している。その

結果、当社は、保険事業の投資活動から収入の相当額

を生み出している。 

AIGは世界各国における保険事業の投資方針として、主

にそのすべてのポートフォリオに企業の満期固定証

券、地方債および国債を重点的に組み入れ、次に高利

回り債、普通株式、不動産、ヘッジ・ファンドその他

これらに代わる投資対象に対する投資に重点を置いて

いる。 

当社は、AIGプロパティ・カジュ

ンド・リタイヤメントにおいて

出している。
投資活動から収入の相当額を生み

アリティならびにAIGライフ・ア

AIGにおいて保険負債を担保する資産の大半は、中期および長期的な満期固定証券で構成される。 

AIGプロパティ・カジュアリティ―AIGプロパティ・カジュアリティの米国内事業に含まれる保険

会社が保有する満期固定証券は、従来から主に、非課税の地方債の段階的保有によって構成され

てきた。これらの非課税の地方債は、魅力的な税引後収益率を確保し、信用リスクを制限するこ

とができる。当社の米国内事業の現在のリスク・リターンおよび税方針と合致させるために、当

社の米国内賠償責任保険および損害保険会社は、投資配分を、非課税の地方債から課税商品に転

換し始めてきた。いかなる課税商品も、流動性、デュレーションおよび品質目標の他、現在のリ

スク・リターンおよび税方針に合致しなければならない。AIGプロパティ・カジュアリティの事業

がグローバルに保有する満期固定証券は、主に対象としている市場を主とした中期的高格付証券

からなる。AIGプロパティ・カジュアリティは、営業上の需要を超えた現金および短期投資を、よ

り長期でより利回りの高い証券に転換した。 

AIGライフ・アンド・リタイヤメント―当社の投資戦略は、概して、当社の負債のデュレーション

を類似のデュレーションを持つ資産と一致させるように行うことである。AIGライフ・アンド・リ

タイヤメントはさらにプライベート・エクイティ・ファンド、ヘッジ・ファンドおよび低価格の

住宅パートナーシップといった多様なポートフォリオに投資している。これらの種類の投資は、

収入の定期的な変動の影響を受けることはあるが、2012年12月31日にかけて、AIGライフ・アン

ド・リタイヤメントのベース・ポートフォリオの利回りを上回る総利回りを達成させた。AIGライ

フ・アンド・リタイヤメントは、これらの代替投資が引き続き長期間にわたってベース・ポート

フォリオ利回りの実績を上回ると予測している。 
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下記の表はAIGの保険事業部門の投資実績（非継続事業の実績は除く。）を要約したものである。 

12月31日に終了した年度 

(単位：百万ドル) 
投資の年平均額(a) 正味投資利益  

平均投資 

税引前利益率(ｂ)

AIGプロパティ・カジュアリティ： 

2012年 $120,166 $4,820 4.0%

8.3 843,4504,311 年1102

4.4 293,4385,001 年0102

AIGライフ・アンド・リタイヤメント： 

2012年 $190,983 $10,718 5.6%

7.5 288,9648,271 年1102

0.7 867,01761,451 年0102

(a) 不動産投資を含むが、現金および短期投資は含まれない。 

(b) 正味投資利益を、投資の年平均額で除した数値である。 
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AIGの事業に影響を及ぼす要因 

AIGに投資することはリスクを伴う。AIGに投資するか否かを判断するにあたり、下記のリスク要

因を慎重に検討されたい。これらのリスク要因は当社の事業、業績、財務状況または流動性に重

大かつ不利な影響を及ぼす可能性がある。これらはさらに、当社の株式の取引価格に重大な変動

および不安定さをもたらすこともある。以下の記述はAIGに影響を及ぼすリスク要因を網羅するも

のではなく、これら要因は、本報告書および米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されるその他

の報告書や資料に記載されるその他情報と共に検討される必要がある。さらに、これらのリスク

の多くは相互に関連性を持ち、同様の事業および経済状況のもとにおいても発生し得、特定のリ

スク要因の発生により、他の要因の発生が促されたり、その影響力が増幅されたりすることがあ

る。こうしたリスク要因が組合さることにより、AIGの業績、流動性および財務状況に及ぶこれら

リスクの影響の深刻さが大幅に増大する可能性がある。 

市況 

グローバル・キャピタル市場および経済における困難な状況は、AIGの事業、業績、財務状況およ

び流動性に重大かつ不利な影響を及ぼす可能性がある。 

持続する低金利は、AIGの収益性に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。 

投資ポートフォリオならびに投資、保険およびその他のエクスポージャーの集中 

AIGの投資ポートフォリオの業績および価値は、金利の変動を含む、いくつかのリスクおよび不測

要因の影響を受ける。 

AIGの投資ポートフォリオは特定の経済分野に集中している。 

AIGの保険およびその他リスク・エクスポージャーを集中させることは悪影響を生じさせる可能性

がある。 

準備金およびエクスポージャー 

当社の連結業績、流動性および財務状況は異常災害の影響を受ける。 

保険金支払債務を予測することは困難であり、損失および損害費用の準備金の見積額を超える可

能性がある。 

再保険を確保できず、または再保険コストが高額になり、AIGを損失から充分には保護できない可

能性がある。 

流動性、資本および信用 

AIGの内部の流動性のソースが、需要を満たすことができない可能性がある。 

AIGの信用格付の格下げにより、当社は、デリバティブ取引において追加担保の差入れを要求され、

同取引が終了する可能性がある。 

親会社であるAIGが子会社からの資金を利用する能力は限られている。 

親会社であるAIGがその子会社を支援する能力は限られている。 

当社の子会社は、子会社のいくつかの非流動的な投資により、需要を満たすために必要な金銭を

生み出すことができなくなる可能性がある。 

AIGの保険会社の保険財務力格付における格下げにより、当該会社は、新規事業の引受け、ならび

に顧客および事業の保持が妨げられる可能性がある。 

事業および運営 

金利の変動、解約の増加、投資リターン、およびその他の事象により、AIGの子会社は繰延保険獲

得費用（「DAC」）の早期償却および追加的な将来保険給付債務の計上を強いられる。 

第三部　事業等のリスク
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AIGの特定の商品が提供する保証は、AIGの収益を減少させ、業績を大きく変動させる可能性があ 

る。売却した事業に関してAIGに損害賠償が請求される場合がある。 

AIGの米国外事業は、AIGの事業全体に影響を及ぼすリスクを有している。 

合意した条件の下でILFCの普通株式の売却（「ILFC取引」）を完了させるためには重大な前提条

件を充足させなければならない。 

ILFC取引を完了することができなかった場合、AIGの事業および財務状況は悪影響を受ける。 

重大な法的手続は、AIGの業績または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

AIGの電子データシステムに障害が起き、データのセキュリティを保護できなければ、AIGが事業

を行う能力は危険にさらされ、AIGの連結財務状況および業績に不利な影響が及ぶ可能性がある。 

ILFC取引の完了前のILFCの事業および運営 

AIGは、ILFC取引を完了させるまでには下記のリスクを有している。 

AIGの航空機リース事業は、リース収入からその収入を得ており、AIGは借り手の不払いリスクを

有している。 

ILFCの航空機は、時間の経過に伴い、旧型になる可能性がある。 

航空機の残存価格は、複数のリスクおよび不測要因にさらされている。 

競争および従業員 

AIGは、各事業部門において、激しい競争を展開している。 

AIGの業界における従業員の獲得競争は激しく、AIGの事業を支えるために必要な高いスキルを持

った者を引き付け、維持することができない可能性がある。 

ベンモシェ氏は、健康上の理由から、AIGにおいて就務し続けることが困難となる可能性がある。 

従業員の過失および不祥事を察知して防ぐことは困難であり、これにより重大な損失が発生する

可能性がある。 

規制 

AIGの事業は厳しく規制されており、規制の変化はAIGの事業に影響を及ぼし、子会社の資金需要

を増加させ、または収益性を減少させる可能性がある。 

AIGが貯蓄貸付会社であることおよびドッド・フランク法（Dodd-Frank Wall Street Reform and 

Consumer Protection Act）が成立したことにより、AIGにはさらに大幅な連邦規制が適用される

ことになり、その一方または双方により、AIGの事業、業績およびキャッシュ・フローに重大かつ

不利な影響が及ぶ可能性がある。 

米国愛国者法、外国資産管理局の要求およびAIGに適用のある同様の法律により、AIGは重大な罰

金を課される可能性がある。 

トリプルX規制(Regulation XXX)およびアクチュアリアル・ガイドラインAXXX(Actuarial 

Guideline AXXX)の影響を軽減する試みはすべてまたは一部失敗する恐れがあり、その結果、AIG

の財務状況および業績に悪影響を及ぼす可能性がある。 

随時公布される規制は、AIGの事業、業績、財政状況および効果的に競争する能力に影響を及ぼす

可能性がある。 

「支配権の変更」は、AIGの、将来の課税所得を相殺するための課税所得の欠損金を計上し税控除

の繰越を活用する権利を制限する可能性がある。 

税法の変更は法人税を増加、繰延税資産を減少、または消費者に対するAIGの商品の魅力を低下さ

せる可能性がある。 

見積りおよび仮定 

実際の結果と経営陣が財務書類を作成する上で使用した見積りとが異なる可能性がある。 

株主資本利益率および１株当たりの利益に関する目標を含む長期目標は、重要な仮定に基づいて

おり、AIGの実際の業績はこれらの目標とは、場合により大きく異なる可能性がある。 
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株主の皆様のための情報

American International Group, Inc.
180 Maiden Lane
New York, New York 10038
(212) 770-7000

本社所在地 株主の皆様へのアシスタンス・サービス

株式上場及び宣誓

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

AIGのホームページをご活用ください。
AIG 本社ホームページ（英語）

AIG日本語ホームページ
www.aigcorporate.com

www.aig.co.jp

Investor Relations

American International Group, Inc.
180 Maiden Lane
New York, New York 10038
(212) 770-6293

Transfer Agent and Registrar

Wells Fargo Bank, N.A.
Shareowner Services
P.O. Box 64854
St. Paul, MN 55164-0854
(888) 899-8293
www.shareowneronline.com

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

AIGの最高経営責任者は2012年5月、コーポ
レートガバナンスに関するニューヨーク証券取
引所の上場基準への準拠について、同証券取引
所に非公式の宣誓を行っています。

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





本書は、AIG, Inc.の英文による2012年度アニュアルレポート（「2012 Annual Report」）及びAIG, Inc.が
日本において2013年4月30日に関東財務局に提出した外国会社報告書の記載の一部をそれぞれ抜粋
（2012 Annual Reportの抜粋箇所については日本語に翻訳）の上、一部和訳表現を変更し統合して作成
されたものです。そのため、本書は、2012 Annual Reportの全訳ではありません。
なお、上記外国会社報告書は、AIG, Inc.が米国において2013年2月21日に米国証券取引委員会に提出した
Form 10-Kによる年次報告書の内容に基づいて作成されております。
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