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1919年に、
アメリカ人の起業家コーネリアス・バン
ダー・スターが損害保険代理店としてアメリカン・
アジアティック・アンダーライターズを上海で設立
した時、オフィスにはたった二部屋しかありません
でした。この上海での小規模なビジネスを起源と
するAIGは、95年の時を経て、今では約64,000人
の社員を擁し、世界中でお客様にサービスを提供
するグローバルな保険会社になりました。
しかし、A I Gが 、お客 様の多 様なニーズに応える
商品やサービスを提供するという、長年人々の信頼
を得てきた役割を果たすために力を尽くしている
ことは今日も変わりません。

AIGの前身であるアメリカン・

アジアティック・アンダーライ
ターズは、1927年から上海の
外灘（The Bund）
に本社を置

いていました。

95

年の歴史

687 億ドル
2013年のAIGの総収入

700 万ドル
2013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

58,300+
米国で住宅ローンの
変更によって
AIGがマイホーム維持に
貢献できた家族の数

300,000+
AIGライフ・アンド・リタイヤメントで
商品販売に携わる金融の専門家の数

98%+

「Fortune500」
のうち
AIGと取引のある企業の割合

Robert H. Benmosche
President and Chief Executive Officer

CEOから株主の皆様へ
2013年は、
この数年においてAIGが実施してきたことの
持続可能性を示すことができた一年でした。

昨 年 、私たちは、ビジネスの核となる保険事業における
勝利に挑む姿勢と堅調な業績に支えられ、前進に向けた
大きな波に乗ることができました。

また、下記の四つの優先事項に注力する私たちが、2014
年により強力な実績を上げるための土台を築きました。

• 顧 客中心 主 義の徹 底：私たちは組 織の変 革のため、

数年の間に膨大な時間と労力を費やしてきましたが、
常にその中心にはお客様の存在がありました。私たち

が実施してきた取組みは、
すべてお客様によりよいサー

ビスを提供し、お客様にとってより身近な存在になる

ことを目指したものです。

• 事業における強固な成長と収益性の実現：リスク選択

の改善やディストリビューションの強化、売上の増加を

達成するための努力は、確実に成果を上げています。

テクノロジーやオペレーション、中核拠点等の増強を
続けてきたことも功を奏し、AIGはより強力かつ効率的

で、持続可能な組織を築き上げました。また、AIGは保

険およびリタイヤメント事業のリーダーであり、更に、
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テクノロジーや様々なリソースの共有と活用がもたら

す洗練された方法で成長を続けるチャンスも手にして
います。

• 経営効率の向上： お客様と私たちの間を隔てるプロセス

をできるだけ少なくするために、組織の簡素化を図る
努力を続けています。適任者が適切な時間内に意思決

定を行うことが可能になるよう、意思決定プロセスの
微調整を行っています。

• AIGの社員： 社員一人ひとりの役割や責任をより明確

にし、社員の権限の強化、連携の推進、効率性の向上、
そして顧客との関係性の深化につながる組織の簡素
化を図っています。

2013年の成果は、事業ごとの枠を越えて、
あらゆるリソー

スを効果的に活用することによって、組織全体に付加価
値がもたらされていることを証明しています。

• AIGプロパティ・カジュアリティの税引き前営業利益

は、深刻な損失の増加による影響で一部相殺されまし

たが、引受結果の改善と正味投資利益の増加により向
上しました。

昨年、私たちは、
ビジネスの核となる保険事業における
勝利に挑む姿勢と堅調な業績に支えられ、
前進に向けた大きな波に乗ることができました。

• AIGライフ・アンド・リタイヤメントの販売は好調で、正

今年、AIGはその起源である上海での事業開始から数えて

過去に例を見ない規模のベビーブーマー世代の引退に

に、上海でAIGの前身となる本社が構えられていた外灘

味で大幅なプラスの資金フローを生成しました。また、

95周年を迎えます。私は、AIGの一員となった2009年

よる大きな機会がもたらされています。運用資産も前

の地を訪れ、人々やビジネスに対する当初からの情熱に

変 額 年 金 、定 額 年 金および個 人 向けミューチュアル

することができました。

年同期比で増加し続け、多様な販売基盤を活かして、

ファンドの販売は過去最高水準に達しました。

• ユナイテッド・ギャランティ・コーポレーションは、正味

収入保険料の増加を達成したほか、2010年以降初め

てAIGに現金配当9,000万ドルを支払いました。

• 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）をエアキャップ・ホールディング

ス・エヌヴィーの100％子会社に約54億ドルで売却す

ることに合意したことを、2013年第4四半期に発表し

感銘を受けると同時にAIGのシンプルなスタートを実感

今日のAIGは規模が拡大し、
よりグローバルにビジネスを

行うようになっていますが、目指すものは変わりません。
私たちは、優れた社員がお客様にとってより身近な存在に

なるようなシンプルな組織となることで、成長を実現し、

あらゆるステークホルダーの皆様に優れた成果をもたら

すことを目指して努力を続けます。

Bring on tomorrow.（明日に挑む）

ました。

• 2013年における保険子会社から親会社であるAIGへの

現金配当、借り入れ返済は合計87億ドルとなりました。

• 2013年におけるAIG普通株式の自社株式購入額と株
主配当金は合計で8億9,100万ドルに上りました。

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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Robert S. Miller
Non-Executive Chairman of the Board

会長から株主の皆様へ
2012年に米国政府による支援の返済を完了した私たちAIG
にとって、2013年は持続可能な収益性を担保する堅固な
土台があることを示す一年となりました。そして、2014年は、
将来の機会を見据える時です。
私たちは機会を活かすことのできる体制を構築しなければ
なりません。そのため、お客様のニーズに対する理解を深め、
それに応じたサービスを提供すると同時に、顧客中心主義を
更に徹底し、イノベーションをもたらす努力をしています。AIG
の取締役会は、サイエンスの活用に基づいたより賢明な決断
を下すためのAIGの取組みを支援しながら、
あらゆるビジネス
におけるグローバルな拡大につながる適切な機会の検討を
続けていきます。
数年の間に私たちは著しい発展を遂げましたが、
まだ課題は
あります。例えば、現在の株価はブックバリューに対して割安
になっています。
また、会社と株主双方の利益を代表する取締
役会の役割に基づいて、私たちはAIGが常に投資対象として
ふさわしい会社となり、すべての株主のために価値を高める
ことを目標の一つとしています。
私たちは、規制の枠組みの現状のみならず、重大な変化をもた
らしているその見直しにも注目しています。
ドッド・フランク法
に基づき、AIGは2013年にシステム上重要な金融機関として
SIFI（Systemically Important Financial Institution）
に
指定されました。
また、保険監督者国際機構（IAIS）
との議論
を経て、金融安定理事会（FSB）によって、グローバルな金融
システム上重要な保険会社（G-SII）
にも指定されています。
繰り返し述べてきたことですが、取締役会は連邦準備制度
理事会（FRB）による監督を歓迎し、信頼と透明性をもって
全面的に協力しています。私たちと同じく、FRBが目指すの
も、AIGをよりよい会社、
より強力な会社へと導き、将来のあら
ゆる事態に対応できる組織にすることです。
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保険業界において、適切な規制体制の構築を目指した取組み
が米国内だけではなく国際的に実施されており、
これからの
数年は、
その仕上げのための重要な時期にあたります。取締役
会として取り組むべき課題としては、新たな規制環境について
の理解の向上と体系化の支援があげられます。私たちは、規定
や要件にグローバルで一貫性を持たせること、そして保険業
界において適切かつ成長を助ける枠組みを構築することを主
な目標としています。
AIGが差別化を図るために欠かせないことは、優れた人材の
育成です。適材適所を徹底し、困難な状況にも立ち向かう真
のリーダーを育てるために、私たちは時間をかけて検討を続
けています。金融危機からのAIGの復活を経験し、一人ひとり
のリーダーシップ力は格段に磨かれ、私たちの成功は多くの
優れた人材をひきつけています。私たちは勝者であり、
トップ
レベルのスキルを持つ人々がチームの一 員になりたいと
願っているのです。保険業界における最高の人材を迎える
ことで、A I Gには彼らが 培ってきた新たなアイデアや観 点
がもたらされています。
私を含めAIGの取締役は、AIGの人々が共に努力し、今日の
AIGを築き上げる様子を間近で見ることができたことに感謝
しています。私たちは、適切な優先事項と視点を掲げ、何より
も社内外においてチェックアンドバランスを適切に働かせる
ことで、正しい方向に進んでいます。AIGをこの先どのような
場所に導くことができるか、非常に楽しみです。

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

財務ハイライト
12月31日に終了した事業年度

2013

（単位: 百万ドル、
ただし1株当たりの情報を除く）

2012

2011

業績：			
総収入

$ 68,678
$ 71,021
$ 65,105
AIGに帰属する純利益
9,085
3,438
20,622
AIGに帰属する税引き後営業利益
6,762
6,635
2,086
普通株式1株当たり利益（EPS）
：			
基本			
AIGに帰属する純利益
6.16
2.04
11.01
希薄化後			
AIGに帰属する純利益
6.13
2.04
11.01
AIGに帰属する税引き後営業利益
$
4.56
$
3.93
$
1.16
貸借対照表：			
総資産
総資本
1株当たりブック・バリュー(1)

$541,329
100,470
68.62

$548,633
98,002
66.38

$553,054
101,538
53.53

$

$

$

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

64.28

57.87

50.11

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

101.3
98.4
$ 28,809

AIGプロパティ・カジュアリティ 保険事故年度調整済み損害率(2)
AIGライフ・アンド・リタイヤメント保険料、預かり資産

108.5
99.8
$ 20,994

108.7
99.1
$ 24,392

（1）2011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。
（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
（単位：億ドル）

$68

総資産

（単位：億ドル）

$5,413 $5,486 $5,531
$66

総資本

（単位：億ドル）

$1,005 $980 $1,015

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
（単位：ドル）

$64.28
$57.87
$50.11

$21

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011
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Where we need to be.

世界中のあらゆる場所で、私たちAIGは、
お客様と共にあることを期待されています。長い
歴史を通じて、AIGは常に、新たな保険マーケットに最も早く参加した先駆者の一つで
あり、そのマーケットの成長と共に発展してきました。
アジアで生まれたAIGは、既に
南米で75年以上、
ヨーロッパで65年以上、
中東で60年以上の歴史を刻んでいます。
そして、130以上の国や地域でお客様にサービスを提供する今もなお、私たちは更
なる前進の機会を見据えているのです。世界中のネットワークを通じて、様々な地域
から優れたソリューションがもたらされており、グローバル性は私たちの強みとなっ
ています。
2013年に中国人民人寿保険（PICCライフ）
との合弁会社設立に関する合意に至った
時、既に米国内で、中国系米国人を対象に中国語・広東語に対応した商品を広く
提 供していたことはその一 例です。これは、中国 人 民 保 険 集 団（ P I C C ）の中国に
おけるお客様のために開発されたかのような商品でした。AIGが提供する「Quality
of Life...Insurance®」
も同様の意味を持つ例であり、お客様を生涯にわたり支える
保険・金融サービスをユニットとして提供することにより、生活水準の維持をサポート
します。

95years
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1922年、C.V.スターは顧客開拓を目指し、
上海から無錫市を訪れました。

AIGは、1950年代に行われた
北極探査に保険を提供しました。
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When we need to be there.

AIGは将来に備えるお客様のお手伝いをしています。
お客様は、
私たちが提供する保険をできる
だけ利用せずに過ごしたいと願っているはずですが、
お客様に必要とされた時には必ず約束を
果たすことができるよう、
私たちは常に万全の準備をしています。
AIGプロパティ・カジュアリティ
が2013年に支払った１営業日あたりの平均支払保険金は1億ドルに上りました。
2012年に米国北部を襲ったハリケーン・サンディは、多くのビジネス、
マイホームの所有者、
そして地域コミュニティにとって最悪の事態を招きました。ニューヨークに店舗を持つある
お客様も甚大な被害を受け、AIGは復旧に向けた早い段階で、1,000万ドルの保険金の前倒
しの支払いに応じました。更に事業中断リスクの補償を提供した結果、
そのお客様は全従業
員を失うことなく、2013年3月に店舗の再建と営業の再開を果たしました。
お客様が日常の
生活を取り戻すお手伝いをするためにAIGがお支払いするハリケーン・サンディ関連の保険金
は、合計で約20億ドルになる見込みです。
私たちが提供する保険やリタイヤメント関連のソリューションは、
お客様にそれまでとは違う
将来像を描いていただくことを可能にします。2014年は、AIGバリュアブル・アニュイティ・ライ
フ・インシュアランス・カンパニー（AIG VALIC）
が提供する米国の教職員向け確定拠出年金プ
ランである403(b)に、K-12教育制度の公立学校が初めて登録してから50年目にあたります。
この最初のプランに加入し、最も長く教師を務めたお二人（上の写真）
は、共に支払い額を超
える支給を受け、幸福な引退生活を送っています。

95years
8

第2次世界大戦後の西ベルリンにて、
フィアットの“トポリーノ”の隣に立つ
AIGの社員。その場で保険料の払込みに応じてくれる車として、お客様に
知られていました。

2004年に南アジアを襲った津波の被災者のため、
インドネシアのAIGの社員が
用意した救援物資がバンダアチェに運ばれました。
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Why we do it.

AIGは、
事業開始以来、
素晴らしいイベントや新たな挑戦の旅、
画期的なプロジェクトに保険
を提供してきました。
ワールドトレードセンターの再建もその一つです。
例えば、
洪水によって
甚大な被害を受けたにもかかわらず自宅を再建したアルゼンチンの女性（写真右から二人
目）
、
訓練中に目を負傷し回復に向けて努力する軍人、
有意義な退職後の生活を願う病院の
職員、
退職後の生活について考え始めた人々、
アンゴラ駐在中に体調を崩し、
南アフリカでの
治療が必要になった中国の会社の社員など…あらゆる人が直面する恐れのある数々のリス
クに対する補償を提供することに、
私たちは誇りと情熱を持っています。
「Giving back」
（社会や地域コミュニティへの還元、貢献）
はAIGのアイデンティティーに
おいて非常に重要な要素です。2013年には、世界中で5,000人近い社員がボランティア
週間の活動に参加しました。例えば、恵まれない子どもたちを支援するためにエクアドルの
グアヤキルにある学校を訪れる活動、
オーストラリアのメルボルンにある動物保護施設で
の手伝い、
ハンガリーのブダペストにある老朽化した公園の美化活動等、世界のAIG社員
が400近いプロジェクトに取り組みました。
個人や法人のリスクを特定し、適切なソリューションを構築することにより、
お客様が最も
支援を必要としている時にそれに応えることが、私たちのビジネスの根幹です。保険金のお
支払い案件を
「major」
「complex」
「express」
のカテゴリーに分類し、
お客様のニーズに
きめ細かく対応しています。更に、
お客様が抱えるリスクを理解した上で対策を講じること
により、
お客様がリスクを軽減するお手伝いをしています。
このように私たちは、“明日に挑む
（Bring on tomorrow）”お客様や地域コミュニティの
ため、努力を続けています。

95years
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右頁は、社内報「CONTACT」のコラージュ。
あらゆるステークホルダーへの貢献を目指して、
「CONTACT」は80年以上にわたり、
ビジネスや地域の枠を越えて世界中のAIGの社員を結びつけています。

制作： John Olsen
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取 締役

左から

スザンヌ・ノラ・ジョンソン
Suzanne Nora Johnson

ロナルド・A・リッテンマイヤー
Ronald A. Rittenmeyer

シアーズローバック
元取締役会会長、
プレジデント兼CEO

ゴールドマンサックス・グループ・
インク 元副会長

W・ドン・コーンウェル
W. Don Cornwell

ロバート・S・ミラー
Robert S.Miller

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

アーサー・C・マルティネス
Arthur C. Martinez

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

ヘンリー・S・ミラー
Henry S. Miller

ロバート・H・ベンモシェ
Robert H. Benmosche

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

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

ジョン・H・フィッツパトリック
John H. Fitzpatrick

クリストファー・S・リンチ
Christopher S. Lynch

ジュネーブ協会 事務局長
スイス・リー 元CFO、
生命保険及びヘルス・リインシュアランス
部門ヘッド、金融サービス部門ヘッド

ウィリアム・G・ジャーゲンセン
William G. Jurgensen
ネーションワイドインシュアランス 元CEO
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アメリカン・インターナショナル・
グループ・インク 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

KPMG LLP

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

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

元ナショナル・パートナー

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア
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

（2014年5月12日に開催された年次株主総会において、新たにピーター・R・フィッシャー氏が選任されました。）
（2014年6月10日に、2014年9月1日付でロバート・H・ベンモシェが社長兼CEOを退任し、
ピーター・D・ハンコックが社長兼CEOに就任すること
が発表されました。）

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、別段の記載がある場合を除き、「当社」または「AIG」とはアメリカン・インターナショ
ナル・グループ・インクを指すが、文脈によってはアメリカン・インターナショナル・グループ・イン
クとその連結子会社を指すこともある。
２ 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」は米ドルを指す。
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、2014年２月20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、2014年２月20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)。
(連結ベース)
12月31日に終了する事業年度

2013年

総収入(百万ドル)

2012年

2011年

2010年

2009年

68,678

71,021 (9)

65,105 (9)

78,286 (9)

76,181 (9)

法人所得税費用（利益）考慮前、継
続事業からの利益(損失)(百万ドル)

9,368

2,891 (9)

(901) (9)

19,666 (9)

(14,442) (9)

AIGに帰属する純利益(損失)(百万
ドル)

9,085

3,438

20,622

10,058

(8,362)

普通株式(百万ドル)

4,766

4,766

4,766

368

354

発行済普通株式総数

1,906,645,689

1,906,611,680

1,906,568,099

147,124,067

141,732,263

総資産(百万ドル)

541,329

548,633

553,054

675,573

838,346

総資本(3)(百万ドル)

100,470

98,002

101,538

78,856

60,585

普通株式１株当たり期末現在の総資
本(4)(ドル)

68.62

66.38

53.53

561.40

448.54

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)

6.16

2.04

11.01

14.98

(71.37)

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)

6.13

2.04

11.01

14.98

(71.37)

普通株式１株当たりにつき宣言され
た配当金(ドル)

(内普通株式１株当たり四半期
配当金)(ドル)

0.20
第１四半期

-

第２四半期

-

-

-

-

-

-

-

-

-

第３四半期 0.10
第４四半期 0.10

普通株式１株当たりにつき支払われ
た配当金（ドル）

0.20

-

-

-

-

配当性向(5)(%)

3.25

-

-

-

-

18.56

17.86

18.36

11.67

7.23

9.04

3.51

20.31

12.75

(13.80)

828.73

1,730.39

210.72

384.65

(42.01)

2,241

1,151

1,474

1,558

4,400

64

63

57

63

96

普通株主持分比率(6)(%)
自己資本利益率(7)(%)
株価収益率(8)(%)
現金の期末残高
(百万ドル)
従業員数（千人）
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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) 総資産から総負債および子会社における優先株主持分を減じた数値（総資本に相当）。
(4) 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総数は、以下のとおりである。
各年度の計算の基準日

(5)
(6)
(7)
(8)

発行済株式総数

自己株式

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

2013年12月31日

1,906,645,689

442,582,366

1,464,063,323

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。
総資本を総資産で除した数値。
当期純利益を総資本で除した数値。
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

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)

2013

51.05ドル(2013年12月31日)

(9) 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。
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発行済普通株式総数

2009年12月31日

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以上の国および地域の顧
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、業績を伸ばし続け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
収益性を高め、運用資産を育てるための、付加価値の高い事業を育成することに焦点を当てるな
どの戦略的目標の実行
当社の各中核保険事業の2012年度の税引前営業利益に対する2013年度の税引前営業利益の増加に
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2013年６月30日現在の情報に基づく。
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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、
投資利益ならびに助言報酬である。
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。

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
最も広範囲の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、ファイナンシャルおよびリタイヤメント保障のための投
資および収入のソリューションを提供している主要な事業者であり、米国における生命保険、年
金およびリタイヤメント・サービスを提供する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。
2013年第１四半期中、AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、以前に発表した新たなストラクチ
ャーを反映した変更を実施し、現在は、その業績をリテールおよび機関投資家向けの二つの営業
部門に分けて発表している。過去に発表されたすべての期間における金額は、この新たなストラ
クチャーを反映するために修正された。
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、民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係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。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、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、コーポレートおよび
その他ならびに航空機リース事業も含まれる。
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業務運営
2013年８月14日に当社は、個人向け保険事業を再編成することを発表し、新規のマネジメント・
チームを指名した。新たなストラクチャーの下では、AIGグローバル・ライフ・インシュアラン
ス・ビジネスは、AIGグローバル・コンシューマー・インシュアランスの一部として運用され、
当社の世界中の個人向け保険事業ネットワークが、当社の米国生命保険プラットフォームの高度
性、規模および成功から利益を享受することが可能となった。
2013年第４四半期中、新たに指名されたシニアマネジメント・チームは、マネジメント・チーム
の中でも重要な職務を担うチームを指名し、また事業を構成する事業セグメントをどのように編
成するかにつき、いくつかの重要な判断を下した。ただし、当社は新たな組織および事業のスト
ラクチャーの最も重要な要素を模索し続けている。新たなストラクチャーが完成したときは、AIG
プロパティ・カジュアリティならびにAIGライフ・アンド・リタイヤメントの業績は、相応に修正
され、過去に発表された数字は、新たな報告方法に従って修正される可能性がある。
AIGの2013年の保険事業の収入源（単位：百万ドル）*

その他
＄2,971

5％

AIGライフ・アンド・
リタイヤメント
＄20,590

法人向け保険
＄23,137

リテール
＄12,715

21％
13％

34％
22％
個人向け保険
＄13,601

38％

65％
AIGプロパティ・
カジュアリティ
＄39,709

機関投資家向け
＄7,875
モーゲージ保証保険
＄949

1％

* AIGプロパティ・カジュアリティおよびモーゲージ保証保険の収入には、正味既経過保険料、正味投資利益および
正味実現キャピタル・ゲインが含まれている。AIGライフ・アンド・リタイヤメントの収入には、保険料、保険証券
発行手数料、正味投資利益、助言報酬、法律上の和解ならびに正味実現キャピタル・ゲインが含まれている。

過去の期間の数字は、事業部門の変更および非継続事業を踏まえた当期の報告に合わせて修正された。
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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。

2012年および2013年の重要な成果
実行した措置

重点を置いた事項

中核事業
の発展

結

●

保険業の税引前営業利益を改善した（a）

2013年に101億ドル
2012年に60億ドル

●

正味収入保険料を伸ばした
（外国為替の影響を除く。
）

4.0％

●

2013年に、
当保険事故年度の損害率
（調整後）
を改善した（a）

2013年に63.8ポイント
2012年に65.2ポイント

●

統一された販売組織を通じた堅調な売上により、投資商品の正味
フローを改善した

2013年に46億ドル
2012年に
（13）
億ドル

●

基準スプレッドの改善：
・定額年金商品ラインの基準スプレッド
・団体リタイヤメント商品ラインの基準スプレッド

2013年に1.97％
2012年に1.82％

モーゲージ保証保険の新商品の記録的な保険料収入

2013年に499億ドル
2012年に375億ドル

●

モーゲージ保証保険の新規で報告された返済滞納件数の減少

2013年に56,000件
2012年に71,000件

●

2012年に、中国人民保険集団股份有限公司（PICCグループ）、ウッ
ドベリー・ファイナンシャル・サービシス・インクおよびサービ
ス・ネットに戦略的投資を実施した

2012年に７億ドル

●

2013年に、中国人民財産保険股份有限公司（PICC P&C）のワラント
を行使した

2013年に93百万ドル

●

生命保険事業のキャピタル・ロス繰越控除を活用した

累積活用は86％

●

2013年に、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」）をエアキャップ・ホールディングス・エヌ
ヴィーの完全子会社であるエアキャップ・アイルランド・リミ
テッドに売却する合意を締結した

54億ドル（b）

●

2012年に、メイデン・レーンIIエルエルシーおよびメイデン・レー
ンIIIエルエルシーにおける残りの持分を現金化し、AIAグルー
プ・リミテッドにおける残りの持分を売却した

246億ドル

流動性
および
資本基盤
の強化

●

2013年および2012年に、
子会社から現金配当を受領した

87億ドルおよび
52億ドル

●

2012年から2013年にかけて１株当たりの帳簿価額が増加した（そ
（a）
の他の包括利益
（損失）
累計額
（
「AOCI」
）
を除く。
）

2013年に64.28ドル
2012年に57.87ドル

積極的な
資本の
管理

●

負債残高が減少した。

2013年に417億ドル
2012年に485億ドル

●

2013年および2012年に、
AIG普通株式を購入した

597百万ドルおよび
130億ドル

●

2013年に、
株主に対して現金配当を行った

294百万ドル

●

米国財務省は、2012年にAIG普通株式の５つの募集を通じて、AIG
におけるすべての持分を売却した

458億ドル（c）

●

2008年および2009年に米国財務省に発行されたワラントを2013
年に買い戻した

25百万ドル

公的支援
の返済の
完了

（a）
保険事故年度の損害率（調整後）および１株当たり帳簿価額（AOCIを除く）は、
「非GAAP財務測定値」である。
(a) 保険業の税引前営業利益、

財務的
柔軟性の
増加

米国政府に
よる保有
からの脱却

保険業の税引前営業利益、保険事故年度の損害率（調整後）および１株当たり帳簿価額（AOCIを除く）は、
「非GAAP財務測
定値」である。
（c）
AIGは、
米国財務省によるAIG普通株式の売却による手取金を一切受領していない。
(b)
2013年12月13日現在のエアキャップの発表前の１株当たり終値24.93ドルに基づく。
(c)
AIGは、米国財務省によるAIG普通株式の売却による手取金を一切受領していない。
（b）
2013年12月13日現在のエアキャップの発表前の１株当たり終値24.93ドルに基づく。
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事業ポート
フォリオの
集約

2013年に2.27％
2012年に2.06％

●

非中核
資産の
売却

果

AIGプロパティ・カジュアリティ
事業戦略
成長およびビジネス・ミックス：収益性を高めるためにより付加価値の高い事業を育成し、魅力
的な成長段階にある経済圏で事業を拡大すること
最適な保険引受体制の構築：引き受けたリスクに見合ったリターンを確保するために、リスク選
定および値付けを強化すること
最適な保険金請求プラクティスの構築：顧客サービスを向上させ、効率性を高め、損害率を下げ
るために、保険金請求プラクティス、分析方法およびツールを改良すること
事業費用の管理：当社のグローバルな軌跡を最大限利用して事業費用を管理し、効率性を高める
こと
資本の効率性：グループの法的な事業構造を合理化し、グループの再保険プログラムを最適化
し、税金の無駄を省略することによって、資本を効率的に活用すること
投資戦略：当社の資本、流動性、リスクおよびリターン目標に合致した投資資産の分散化および
利回りの向上を含む当社の投資戦略を実行すること
AIGプロパティ・カジュアリティの事業セグメント
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。
2013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。*
（単位：百万ドル）

39％
法人向け保険
＄20,842

個人向け保険
＄13,552

61％

* 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。
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法人向け保険

個人向け保険

商品ライン別の2013年度の正味収入保険料の
割合は次のとおりである。（単位:百万ドル）

商品ライン別の2013年度の正味収入保険料の
割合は次のとおりである。（単位:百万ドル）

賠償責任保険
＄8,145

パーソナルライン
＄6,931

39％
ファイナンシャル
ライン
＄4,259

20％
18％
特殊保険
＄3,730

傷害および
医療保険
＄6,621

23％
財物保険
＄4,708

法人向け商品ライン：

個人向け商品ライン：

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。

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
険を含むほか、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。

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関連および法人向け
財物保険商品を含む。
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。

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保険（包括保険、
ヨットおよび美術品保険、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。

ファイナンシャルライン：会社役員賠償責
任（「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。

その他の事業:
主に、段階的に廃止されている事業（エクセス労災保険、アスベストおよび環境汚染債務（1986
年以前）を含む。）、2004年よりも前に引き受けられた特定の環境汚染債務事業、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、その他の収入および費用項目ならびに再保険
の遡及的な取決めのための繰越利益償却後の不利な損失変動からなる。
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AIGプロパティ・カジュアリティの概観
AIGプロパティ・カジュアリティは、主に、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、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・リミテッド、富士火災海上保険株式会社（「富士火災」）、エイアイジー・アジア・パシ
フィック・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
テッドの主要な事業会社を通じて事業を行っている。
グローバルな事業展開
AIGプロパティ・カジュアリティは、先進国および経済新興国の両方において、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、カリブ海および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。
2013年度のAIGプロパティ・カジュアリティの元受収入保険料のうち、5.6パーセントはカリフ
ォルニア州、5.1パーセントはニューヨーク州でそれぞれ引き受けられ、18.3パーセントは日
本、6.8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地域で
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。
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正味収入保険料総額は344億ドル
2012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る。また当社は、米国を本拠地とするヨーロッパにおける最
大の損害保険会社であり、中国における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、ブラジル、中国において
は中国人民人寿保険股份有限公司（「PICC生命」）と、またインドにおいてはタタ・グループと
の戦略的な関係を通じて事業を発展させていく上で有利な立場にある。

EMEA
ヨーロッパ
中東
アフリカ

68億ドル
20%

アメリカ
米国／カナダ
中南米およびカリブ海

179億ドル
52%
アジア・パシフィック
日本
その他アジア太平洋国

97億ドル
28%

AIGプロパティ・カジュアリティの販売網
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法人向け保険

個人向け保険

法人向け保険は、主に独立したリテー
ルおよび販売ブローカーのネットワー
クに加え、独立した代理店網を通じて
販売されている。

個人向け保険は、主に代理店およびブロ
ーカーのほか、直販およびバンカシュア
ランスなどの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。

競合環境
AIGプロパティ・カジュアリティ
保険業界の競争は非常に熾烈である。AIGプロパティ・カジュアリティは、米国においては、約
4,000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。国際市場においては、AIGは特定の市場分野および商品において、グローバルな大手保険業
者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争し
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、グローバルなフラン
チャイズ、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などの点において、保険業界では、抜きん出た存在である。
当社は、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、グローバルな規模で企業お
よび個人顧客に対して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の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
当社の競争力における強みは、以下のとおりである。
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。
専門性：リスクに関する専門知識があり、熟練した従業員を才能ある新人により補完している。
グローバル・フランチャイズ：95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容易である。
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。
革新性：優れた、かつ顧客のニーズに合わせて差別化された商品を提供することに努めている。
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、損害の防止および軽減、設
計、引受けおよびその他関連サービスを提供している。
当社は、以下の課題に直面している。
特定の市場においては、新規参入が困難である。
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。
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AIGライフ・アンド・リタイヤメント
事業戦略
商品の多様性および成長の可能性：成長の機会を追求するために、当社の規模および資本力を利
用して、金融および退職保障に対する消費者のニーズを満たす上質で差別化された商品ソリュー
ションにより、当社の包括的なポートフォリオを引き続き強化する。
統合的な販売：より統一的なブランド戦略に基づき、多様なチャンネルにわたる当社の様々な販
売商品を効率的に販売するために、300,000名を超える金融専門家による当社の大規模な販売組織
を利用し、重要な販売パートナーとの関係を拡大することにより、運用資産を育てる。
投資ポートフォリオ：負債のデュレーションの性質の大部分が、同等のデュレーションの資産と
適合する、差別化された高品質な満期固定証券により構成されるポートフォリオを維持し、当社
の流動性、リスクおよびリターン目標を満たした利回り向上の機会を追求する。
経営イニシアティブ：当社の生命保険および年金事業およびシステムを、顧客および生産者に優
れたサービスと事業の行いやすさを提供する、低コストで、より機動的なモデルへ引き続き合理
化する。
効率的なリスクおよび資本管理：統制のとれた値付けおよびリスクの多様化を通して堅実な収益
を実現し、自己資本利益率を強化するために、当社の保険事業体における資本効率を高める。

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの事業セグメント
AIGライフ・アンド・リタイヤメントの組織構造には、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
きる統一的なマルチ・チャンネルの販売組織が含まれる。AIGライフ・アンド・リタイヤメントの
事業セグメントは、リテールおよび機関投資家向けにより構成されている。リテール商品は、通
常、独立代理店、専業保険代理店、リテール・バンク、直販プラットフォーム、ならびに国、地
域および独立のブローカー･ディーラーを通して個人顧客に対して直接的に販売される。機関投資
家向け商品は、通常、利益コンサルタント、独立したマーケティング機関、仕組型保険ブローカ
ーおよびブローカー･ディーラーを含む、関連する金融アドバイザーまたは仲介業者を通して団体
または大規模機関に対して販売される。
2013年度における事業セグメント別の保険料および預かり資産の割合は次のとおりである。
（単位：百万ドル）

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。保険料および預かり資産は、GAAPの基準に基づくものではなく、元受および引受
保険料のほか、ユニバーサル生命保険、投資型年金契約、保証投資契約（「GIGs」）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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リテール
商品ライン別の2013年度の保険料および預
かり資産の割合は次のとおりである。（単
位：百万ドル）

機関投資家向け
商品ライン別の2013年度の保険料および
預かり資産の割合は次のとおりである。
（単位：百万ドル）

リテール商品ライン：

機関投資家向け商品ライン：

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
品が含まれる。生命保険ならびに傷害およ
び医療保険商品は、主に、独立したマーケ
ティング機関、独立保険代理店、専業代理
店および金融アドバイザーを通して販売さ
れる。AIGダイレクトは、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。生命保険ならびに傷害および
医療保険商品ラインは、引き続き、革新的
商品の開発および差別化された生命保険ソ
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。

団体リタイヤメント：
ザ・バリアブル・アニュイティー・ライ
フ・インシュアランス・カンパニー（
「VALIC」）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：
商品には、保険料一時払いおよび変額据置
定額年金ならびに保険料一時払いの即時開
始年金および据置支給型年金が含まれる。
定額年金事業ラインは、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地
位を維持している。

団体給付金：
AIGベネフィット・ソリューションズ
は、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・グループを通して広範囲の保険商品
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）、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。
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退職年金ソリューション：
主な商品には、資産の積立ておよび生涯年
金給付を提供する、変額および定額インデ
ックス年金が含まれる。変額年金は、銀行
ならびに国、地域および独立のブローカ
ー・ディーラー団体を通して販売される。
定額インデックス年金は、銀行、ブローカ
ー・ディーラー、独立したマーケティング
機関、専業保険代理店および独立保険代理
店を通じて販売される。
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
の１つである、アドバイザー・グループの
事業が含まれる。ブランドには、ロイヤ
ル・アライアンス、セージポイント・ファ
イナンシャル、FSCセキュリティーズおよび
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：当
社のミューチュアル・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。
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機関投資家向け市場：
商品には、主に、安定的なバリュー・ラ
ップ商品、仕組型保険、一括給付年金、
富裕層向け商品、法人所有および銀行所
有生命保険ならびにGICsが含まれる。こ
れらの商品は、専門のマーケティングお
よびコンサルティング会社ならびに仕組
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、これらの商品ラ
イン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。

AIGライフ・アンド・リタイヤメントの概観
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。
販売チャンネル別の2013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）

売上高は、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生命保険預金、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
・ VALICキャリア・ファイナンシャル・アド
バイザー：教育、非営利および政府団体に
勤務する1,200以上の金融アドバイザー

AIGと関連していない会社／事業体／個人など
・ 銀行：800の銀行および約80,000の金融機
関エージェントを通じた定額年金の販売に
おける市場のリーダーとしての長年の地位

・ AIGファイナンシャル・ネットワーク：米
国家庭および中小企業向けの2,200を超える
エージェントおよび金融アドバイザー

・ 独立したマーケティング機関：143,000を
超える有資格の独立エージェントへのアク
セスを提供する、1,200を超える独立したマ
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

・ 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

・ ブローカー・ディーラー：米国全体にわ
たる幅広いブローカー･ディーラーのネット
ワークとの関係を通した135,000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、第三者管理者および総
合エージェントが含まれる
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AIGライフ・アンド・リタイヤメントの競争力
AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、米国の大手生命保険機関の１つであり、現在の金融サー
ビス市場におけるリーダーである。
AIGライフ･アンド・リタイヤメントは、主に、市場におけるリーダーとしての長年の地位、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金融格付けに基づき、約2,300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。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、金融および退職保障を確保できるよう手助けしている。
AIGライフ・アンド・リタイヤメントの競争力における強みおよび課題
当社の競争力における強みは、以下のとおりである。
当社の商品ラインおよび重要な販売チャンネルの多くにおける市場のリーダーとしての長年の地
位
多くのチャンネルにわたり当社の多様な販売商品を効率的に販売するための関係を深める機会を
持ち合わせた30,000を超える金融専門家による幅広いマルチ・チャンネル販売網
金融および退職保障に対する消費者のニーズを満たした上質で差別化されたソリューションによ
る多様かつ包括的な商品ポートフォリオ
当社の幅広い販売商品および重要な商品ラインにおける規模の優位によりもたらされる規模およ
びリスクの分散
運用資産の成長を刺激する資本力および当社の収益目標を達成するための機会の追求
また、当社は、以下の課題に直面している。
商品が価格、条件、サービスおよび取引の容易さにより差別化される、激しい競争環境
近年における保険および金融サービス業界の規制上の監視および監督の高まりにより量および複
雑さが増している規制上の要件
低金利環境により、魅力的な価格の利回り保証付商品により利益を出すことがより困難になって
おり、投資保険料および預かり資産ならびに低金利環境におけるポートフォリオのキャッシュ・
フローの課題により、既存の商品のマージンに圧力をかけていること
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その他の事業
モーゲージ保証保険の事業戦略
リスクの選別：独自かつ多変量のリスク評価モデルおよび統制のとれた契約査定を使用した継続
的な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じて、高品質の新たな事業を
保証すること
革新：モーゲージ・システムの利害関係者のニーズを満たす商品、技術およびプロセスを引き続
き開発および強化すること
使いやすさ：複雑さを軽減し、モーゲージ保証保険プロセス全体において利害関係者が当社のサ
ービスを容易に利用できるようにすること
費用の管理：技術およびシェアードサービスの利用を通じて、プロセスを合理化すること
モーゲージ保証保険
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債権差押えによる損失から、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。1,000を超える従業員により、UGCは、現
在、米国において百万を超えるモーゲージ・ローンを保証している。2013年において、UGCは、保
証モーゲージの当初の元本残高である保険収入につき、490億ドルを超える新たな保険収入を生み
出し、米国における個人モーゲージ保証保険の主要な事業者となった。
商品およびサービス: UGC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。UGC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）は、高い融資比率（「LTV」）のモーゲージに係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）から貸し手を保護し、借り手が少額の頭金で住宅を購入
することが可能にする。
住宅所有者サポート： UGCは、ローンの支払いが遅れている住宅所有者が、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、UGCは、
住宅所有者が差押えを免れることを手助けするために、条件を満たす住宅所有者に対して、追加
のサポートを提供している。

モーゲージ保証保険の概観
モーゲージ保証保険の販売網
・
・
・
・

ナショナル・モーゲージ・バンカー
マネー・センター・バンク
リージョナル・モーゲージ・レンダー
クレジット・ユニオン

・
・
・

コミュニティー・バンク
ビルダーオウンド・モーゲージ・レンダー
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民間提
供業者７社、ならびに米国最大のモーゲージ保証保険提供業者であるザ・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。
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モーゲージ保証保険の競争力における強みおよび課題
当社の競争力における強みは、以下のとおりである。
歴史―モーゲージ業界における50年もの業務
財務力―強力な資本基盤および高格付けのモーゲージ保証保険会社
リスクに基づく値付け戦略―独自かつ多変量のリスク評価モデルを使用した引受リスクに見合っ
た価格の商品の提供
革新的商品―モーゲージ業界の需要の変化に対応するための商品の開発および強化
リスク管理
当社は、以下の課題に直面している。
ますます複雑さを増すモーゲージ機関に係る関する規制
将来における住宅金融制度に対する規制環境の不確実さ
有限民間MI市場における競争の増加
米国住宅市場の不安定さ
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・インク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、AIGの事業体に対するヘッジ・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。
直接投資事業（「DIB」）は、対応投資プログラム（「MIP」）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ならびにAIGFPの特定の非デリバティブ資産および負債
で構成されている。DIBポートフォリオは、縮小されており、ストレス・シナリオにおいても期
限が到来するすべての債務を返済し、当社のリスク管理の方針に一致した収益を最大化するため
に、当社が必要と考える流動性を常に維持することを保証することを目標に管理されている。
留保権益は、2012年におけるAIAのIPO後に保持された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」）の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損益、ならびに2012年におけるニューヨー
ク連邦準備銀行（「FRBNY」）によるメイデン・レーンIIIエルエルシー（「ML III」）資産の清
算以前の、ML IIIにおける保有持分の公正価値損益を含む。
コーポレートおよびその他事業は、主に利息費用、連結および除外、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債権、AIGのその他
の非中核事業の業績、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資産および売却
された事業の正味ロスで構成されている。
航空機リースは、ILFCで構成されている。ILFCは、世界有数の航空機のレッサーである。ILFC
は、様々な製造会社およびその他の事業者から商業用ジェット機を取得し、これらのジェット機
を世界各地の航空会社にリースしている。2013年12月31日現在、ILFCは約1,000機の航空機のリー
ス・ポートフォリオを管理しており、そのうち911機はILFCが所有する機体であり、その正味帳簿
価額は約352億ドルである。
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2013年12月16日、AIGおよびAIGの完全直接子会社であるAIGキャピタル・コーポレーション（「売
主」）は、エアキャップ・ホールディングス・エヌヴィー（「エアキャップ」）およびエアキャ
ップの完全子会社であるエアキャップ・アイルランド･リミテッド（「買主」）と、ILFCの普通株
式の100パーセントを売主から買主へ売却する旨の最終合意（「エアキャップ株式譲渡契約」）を
締結した（かかる取引を、「エアキャップ取引」という。）。エアキャップ株式譲渡契約に基づ
き、エアキャップ取引の完了は、一部の慣習的な条件およびその他の決済条件等の、多くの前提
条件（独占禁止およびその他の規制機関による承認および非承認適用外の承認を含む。）を充足
または放棄することを前提としている。エアキャップ取引は、エアキャップ株主により2014年２
月13日に承認された。

再保険活動
再保険は、主に、全体的な適正資本を管理し、自然および人為的災害などの特定の事象に関する
保険損失エクスポージャーを軽減するために利用される。
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強制共同投資基金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譲渡するよう求められている。
過去数年にわたり、AIGプロパティ・カジュアリティは、資本管理を改善し、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えるために、譲渡された再保険の枠組みおよび戦略を修
正した。修正された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、2013年通年では、前年に比べ、リスクおよび資本管理
の方針に支えられて第三者に譲渡された再保険が減少した。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様々な再保険
市場および契約の相対的な魅力を評価する。
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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、従来の地域およびグローバルな再保険市場
・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）および類似の事業体などの、保険リンク証券
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
当社がその時々において選択する再保険の形式は、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譲渡する非比例
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割当てのいずれを希望するかによって左右される。当社の保険の大
部分は、非比例式である。
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、当社の重大な潜在的損失に対するエクスポージャ
ーを軽減する。
一部の市場において、当社は、これらの市場における当社の直接引受の相対的なシェアに基づ
き、比例式ベースによる再保険プールへの参加を求められる。かかる強制再保険は、通常、自動
車および地震のアサインド・リスクなどのリスクの高い消費者エクスポージャーのほか、労災補
償などの一部の商業エクスポージャーを対象とするものである。
当社は、従来の再保険市場と資本市場との間の価格の差を利用する戦略を継続した。2013年７
月９日、当社は、トレードウインド・リ・リミテッドと、５年間のCAT債取引を締結した。これ
により、米国、カリブ海およびメキシコ湾の特定の嵐ならびに米国およびカナダの地震に対する
125百万ドルの補償による保護がもたらされる。この取引は、当社に対し、上記の事象による損失
を、2018年６月まで、発生の都度完全に保証する補償範囲を提供する。
また、当社は、トレードウインド・リ・リミテッドと、2014年１月１日を発効日とする５年間の
資本市場再保険取引を締結した。この取引により、米国、カリブ海およびメキシコ湾の特定の嵐
ならびに米国およびカナダの地震に対して、400百万ドルの補償再保険による保護がもたらされ
る。AIGに対する潜在的な債務について資金を調達するために、トレードウインド・リ・リミテッ
ドは、期間が１年間のもの１つと３年間のもの２つの、３つの債券トランシェを発行した。この
取引は、2013年12月18日に成立し、AIGに対し、上記の事象による損失を、2018年12月まで、発生
の都度完全に保証する補償範囲を提供する。
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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。その間において、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を生み
出すために投資している。その結果、当社は、収入の
大部分を、保険事業の投資活動から生み出している。

当社は、AIGプロパティ・カジ
ュアリティならびにAIGライ
フ・アンド・リタイヤメントに
おける収入の大部分を、投資活
動から生み出している。

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
のオルタナティブ投資に対する投資に重点を置いてい
る。
AIGにおいて、当社の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、社債、地方債および国債の段階的保有によって
構成されてきた。これらの投資は、魅力的な収益をもたらし、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・リターン方針および事業方針と合致させるために、当社
の米国内の損害保険会社は、投資配分を、証券化証券およびエクイティ部門を含む、広範囲の債
務に転換している。当社の満期固定証券も、流動性、デュレーションおよび品質目標のほか、現
在の資本方針、リスク・リターン方針および営業方針に合致しなければならない。AIGプロパテ
ィ・カジュアリティの国際事業部門が保有する満期固定証券は、主に、事業を提供している市場
を主とした中期的高格付証券で構成されている。また、AIGプロパティ・カジュアリティは、事業
上のニーズ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可能な限り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、主に、社債、RMBS、CMBSおよびCDO／ABSを含む満期固定証券の多様
なポートフォリオに投資している。さらにポートフォリオを分散するために、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にも投資してい
る。これらのオルタナティブ投資は、収入の定期的な変動の影響を受けることはあるが、2013年
12月31日に終了した３年間において、AIGライフ・アンド・リタイヤメントの満期固定証券の収益
を上回る総収入を達成させた。AIGライフ・アンド・リタイヤメントは、これらのオルタナティブ
投資が、引き続き長期間にわたって満期固定証券のポートフォリオの実績を上回ると予測してい
る。
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以下の表は、AIGの保険事業部門の投資実績を要約したものである。

12月31日に終了した年度
(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：
2013年

$119,307

$5,267

4.4%

2012年

120,425

4,780

4.0

2011年

112,310

4,253

3.8

2013年

$192,895

$10,854

5.6%

2012年

190,983

10,718

5.6

2011年

172,846

9,882

5.7

AIGライフ・アンド・リタイヤメント：

(a) 現金および短期投資は含まれないが、未実現投資評価益を含む。
(b) 正味投資利益を、投資の年平均額で除した数値である。2013年12月31日に終了した年度のAIGプロパテ
ィ・カジュアリティの平均投資税引前利益率の2012年度からの増加は、主にオルタナティブ投資および公正
価値オプション資産に関連するものである。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社
等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベ
ースの数値に基づいて判断することとなります。
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第三部

事業等のリスク

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
のではない。これらの要因は、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、あるリ
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み合さることにより、AIGの事業、業績財務状況および流動性に及ぶ
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。
AIGの満期固定証券およびエクイティ証券の評価には、異なる解釈となり得る方法、推測および仮
定を含む可能性があり、AIGの業績、財務状況および流動性に重大かつ不利な影響を与える投資評
価の変更をもたらす可能性がある。
準備金およびエクスポージャー
当社の連結業績、流動性、財務状況および格付は、自然災害および人災の影響を受ける。
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る可能性があり、再保険はAIGを損失から保
護するために適切でない可能性がある。
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が子会社から資金を入手する能力は限られている。
親会社であるAIGが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現金を
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、それらの会社は、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、投資リターンの減少、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可能性
がある。
AIGの特定の商品が提供する保証は、AIGの業績を大きく左右する可能性がある。
売却した事業に関し、AIGに対する損害賠償請求がなされる場合がある。
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AIGの米国外事業により、AIGは、AIGの事業に影響を及ぼし得るリスクにさらされている。
AIGは、現在および将来の販売チャンネルを通じたマーケティングおよび商品の販売において、困
難に直面する可能性がある。
合意した条件の下でILFCの普通株式の売却を完了させるためには重要な前提条件を充足させなけ
ればならない。
エアキャップ取引が予想通りに完了した場合、AIGはエアキャップの株式および信用に関するさら
なるリスクにさらされる可能性がある。
エアキャップ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
る可能性がある。
重要な法的手続は、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。
規制
AIGの事業は厳しく規制されており、かかる規制の変更は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、システム上重要な金融機関であることに加え、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、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。
外国政府および規制当局による決議によりAIGに重大な追加の規制が適用される可能性がある。
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)の影響を効率的に管理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。
随時公布される新たな規制は、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に欠損金の繰越や税控除の繰越を活
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させ、繰延税資産を減少させ、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。
エアキャップ取引の完了前のILFCの事業および運営
AIGは、エアキャップ取引を完了させるまでには下記のリスクにさらされている。
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、そのため、AIGは借り手の不払
いリスクにさらされている。
一定の航空機に対する顧客需要は予想以上に低い可能性があり、ILFCの事業に不利な影響を及ぼ
す可能性がある。
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
った者をひきつけ、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。
主要な従業員の引継ぎおよび維持の管理は、AIGの成功に不可欠である。
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。
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。
会計原則および財務報告基準の変更は、AIGの報告済みの業績および報告済みの財務ポジションに
影響を及ぼす可能性がある。
AIGの年金およびその他の退職後給付プランに対する割引率、期待収益率および期待報酬に対する
予測の変更が費用の増加をもたらし、AIGの収益性を低下させる可能性がある。
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