
American International Group, Inc. 

2015 アニュアルレポート日本語要約版
（Form10-K転載部分は除く）



  AIGグループは、世界の保険業界のリーダーであり、 100以上の国と地域でお客様にサービスを
提供しています。1919年に創業し、現在では、損害保険、生命保険、リタイヤメント商品、モーゲージ
保険およびその他の金融サービスを幅広く提供しています。AIGグループの商品・サービスを通じた
多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客様の資産を守り、リスクマネジメントおよび確かな
リタイヤメント・セキュリティをお届けします。持株会社AIG,Inc.はニューヨークおよび東京の 
各証券取引所に上場しています。

財務ハイライト１

業績：
総収入

AIGに帰属する純利益

AIGに帰属する税引き後営業利益
普通株式1株当たり利益（EPS）：
基本

AIGに帰属する純利益
希薄化後

AIGに帰属する純利益

AIGに帰属する税引き後営業利益
貸借対照表（期末）：

総資産

AIG株主資本合計
主要な経営指標：

1株当たりブック・バリュー
その他の包括利益累計額およびDTAを除く

1株当たりブック・バリュー 
株主資本利益率（ROE）

ROE－その他の包括利益累計額およびDTAを除く税引き後営業利益
コマーシャル・インシュアランス：

企業向け損害保険コンバインド・レシオ
企業向け損害保険事故年度調整済みコンバインド・レシオ2

コンシューマー・インシュアランス：
個人向け保険コンバインド・レシオ
個人向け保険事故年度調整済みコンバインド・レシオ2

リタイヤメント収入保険料および預かり資産
生命保険収入保険料および預かり資産

 $ 58,327 $ 64,406 $ 68,874
  2,196  7,529  9,085
  2,927  6,630  6,650

  1.69  5.27  6.16

  1.65  5.20  6.13
 $ 2.19 $ 4.58 $ 4.49

 $ 496,943 $ 515,581 $ 541,329
 $ 89,658 $ 106,898 $ 100,470

 $ 75.10 $ 77.69 $ 68.62
 $ 58.94 $ 58.23 $ 52.12

  2.2%  7.1%  9.2%
  3.7%  8.4%  9.3%

  115.0  100.2  101.6
  95.0  94.2  95.1

  101.3  99.9  101.5
  100.2  99.5  102.1
 $ 25,241 $ 24,023 $ 23,729
 $ 4,974 $ 4,806 $ 4,862

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）

2015 2014 2013

１ 本資料で示されている米国会計基準に準拠しない財務数値は、他の企業が公表している同様の名称の数値と比較することはできません。2015年12月31日に終了した年度に関するフォーム
　10-KによるAIG年次報告書またはAIGのウェブサイト（www.aig.com）の投資家向けセクションで閲覧可能な2015年第4四半期補足財務情報には、米国会計基準に準拠しない財務数値
　から規定Gに基づく米国会計基準に最も類似した数値への調整が示されています。

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。
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会長から株主の皆様へ

昨年7月にAIG取締役会長に就任して以来、私とピーター・ハンコック社長
兼CEOは多くの株主の皆様とお会いする機会を設け、皆様の質問やご懸念、
ご意見に耳を傾けてきました。2016年も、こうした建設的な対話を続けたい
と考えています。

私を含め取締役会は、皆様に信頼を寄せていただいていることを誇りに
思い、株主の皆様に代わってAIGを監督する職務に取り組んでいます。

1月26日、AIGの経営陣は今後2年間の包括的な戦略を発表しました。
取締役会は、全面的にこの戦略を支持しています。詳細についてはハンコック

CEOの挨拶で触れていますが、主要な点は次の4項目となります。すなわち、

1）少なくとも250億ドルの資本の株主還元、 2）16億ドルの営業費削減、

3）事業における財務業績の向上、 4）株主に対する透明性の向上および、

AIGで継続すべき事業か他に委ねるべき事業かを判断していくための組織
の再編「モジュール化」です。

ハンコックCEOはこの1年間、より迅速に変化に対応し、実践的な取り組
みを推進するため、経営体制の再編に取り組んできました。ハンコック率いる
マネジメントチームは現在、この戦略の実行に重点的に取り組んでおり、
取締役会は、その進捗状況を慎重に見守っていきます。

AIG取締役会は強固かつ独立した存在であり、保険、再保険、財務、世界
的企業における経営および事業再構築の豊富な経験に加え、リスクマネジ
メントに関する深い知識を備えています。この知識と経験を十分に活かし、
取締役会はAIGを監督し、優れた業績を求めるとともに、必要に応じて
経営陣に対する異論を提起することも可能です。私たちはこの職務を真摯に
受け止めています。

AIGは大きな変革の時を迎えており、一個人としても、その一端を担うことを
嬉しく思っています。AIGはまさに今、改革の途上にあります。

AIGの財務実績は堅調であり、今後2年間の明確な方向性を定めた戦略が
示されています。取締役会と経営陣は共に、この戦略の遂行に向けて取り
組んでいます。

優れた人材であるAIG社員の意欲や勤勉さ、変化への適応力に感謝します。
困難に立ち向かうしなやかさを持つAIG社員は、過去数年間に様々な
経験を乗り越え、苦難の時期に繰り返しその高い能力を証明してくれました。
このような社員たちが、年金保険を必要とする個人のお客様から、「フォー
チュン100」に名を連ねる、グローバルなリスクマネジメントを求める多国
籍企業まで、幅広いお客様に対して、一貫して世界水準のサービスを提供
してきました。私たちが目指す戦略の遂行に向けて、65,000人の社員が
今後も変わることのない姿勢で責任を果たし続けてくれると信じています。

AIGのお客様にも感謝の意を述べたいと思います。リスク管理のため検討
を重ねられた末に、毎回AIGを選んでくださるお客様の信頼こそが、私た
ちの原動力です。AIGが株主の皆様に提供する価値の礎となっているの
は、お客様のコミットメントです。AIGはこれからもお客様に提供する商品・
サービスの改善を続け、お客様にとって最も価値のある保険会社を目指
して日々取り組んでまいります。

皆様の日頃からのご支援に心より感謝いたします。私たち全員が力を合わせ
て、AIGのより良い未来を築くことを通じて、株主の皆様に対する還元もより
大きなものにできると確信しています。

非常勤取締役会長

ダグラス・M・スティーンランド

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
非常勤取締役会長
ダグラス・M・スティーンランド
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2016年のAIGを一言で表現するなら、「フォーカス（集中）」です。私はCEO
としての最初の年に、社内や社外の専門家から最善の洞察を得、取締役会の
貴重な意見を受けて、AIGの戦略・構造の分析を行いました。こうした取組み
を通じて、意思決定のあり方や、最適な組織簡素化・再編の手法など、AIGの
ビジネスに関する評価のプロセスが明確になりました。未来への指針として、
多くの社員とともに、現在のAIGの強みに基づく揺るぎない企業文化の基盤と
なるものを示すことにも取り組みました。それがAIGのビジョン、ミッション、
バリューであり、私たちのあり方、とるべき行動、その行動の拠り所となるもの
を簡潔に述べた、私たちのすべてに関わる要素です。このビジョン、ミッション、
バリューは、5ページに示しています。 

私たちは、既に三つのプロセスを完了しました。まず昨年11月に、意思決定
の合理化・迅速化のためシニアマネジメントを20％以上削減することを
発表しました。次いで今年の1月、ブローカー・ディーラー・ネットワークで
あるAIGアドバイザー・グループの売却、および住宅ローン保証保険会社
ユナイテッド・ギャランティの19.9％の新規株式公開（IPO）に端を発する
計画的な完全分離化を発表しました。更に、株主の皆様に対し、多くの努力を
求められる事項の実現を明言する形で、今後2年間の方向性を定めた戦略を
公表しました。2017年までに、AIGは次のことを目指します。

•少なくとも250億ドルの資本の株主還元

•ROE110％以上を目標とする事業ポートフォリオと、資本還元に重点を

  置くレガシー・ポートフォリオとの分離を通じた、透明性向上

•説明責任の拡大、透明性および戦略的な柔軟性の向上を目的とする、

  九つもしくはそれ以上の自律的な「モジュール」型事業部門への再編

•一般営業費（GOE）の16億ドル（2015年のGOEの14％に相当）削減2

•企業向け損害保険の事故発生年度ベースの損害率2を6ポイント改善

•完全分離化に向けたユナイテッド・ギャランティ・コーポレーションの19.9%
  のIPO、AIGアドバイザー・グループの売却合意など、繰延税金

  資産の価値の維持と並行した積極的な事業売却プログラムの推進

AIGの核となる価値観（バリュー）の一つに、「困難な約束をする勇気とそれを
守る誠実さ」があります。上記は、まさしくそれに該当する、挑戦に満ちた約束
と言えます（詳しくはwww.aig.com/strategyupdateをご参照ください）。
今後2年間、これらの目標の達成に集中的に取り組みます。

私たちには堅実な実績があります。AIGは2008年以来、50以上の事業を
売却し、2015年だけで120億ドル近い資本を株主の皆様に還元しました。
お客様にとって最も価値のある保険会社になるというビジョンに沿った組織
を作るため、AIGは簡素化に向けた計画を策定し、その実行に着手しました。 

私自身が率いるマネジメントチームも9人体制に縮小しましたが、その全員が
大きな目標達成に向けて責任を負っていることを理解しています。

実行に向けた集中的な取組み

これらの目標の実行は、困難と、時に痛みを伴う作業であり、達成すべきことは
まだ多くあります。ここで求められる重要なステップは、事業に関する情報共有
の方法を改善し、順調に進捗している分野と変革が必要な分野とをより明確
に示すことです。

CEOから株主の皆様へ

AIGの核となる価値観とは、困難な約束をする勇気とそれを守る誠実さです。

1  その他の包括利益累計額およびDTAを除く、正規化された営業株主資本利益率。米国会計基準に準拠しない財務数値。
    「株主価値の最大化に向けた戦略」の付属資料を参照（www.aig.com/strategyupdate）。
2  米国会計基準に準拠しない財務数値。「株主価値の最大化に向けた戦略」の付属資料を参照（www.aig.com/strategyupdate）。
    事故発生年度ベースの損害率の改善は、第4四半期末の進捗率に基づく。

「持株会社であるAIGへの、様々な子会社からの
多様な営業キャッシュフローを通じて、
実質的に大きな収益が生み出されています」 

AIG
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
シド・サンカラン



最初の一歩として、レガシー・ポートフォリオを個別に計上します。AIGの
資本の約４分の１がレガシー・ポートフォリオに相当し、非戦略的資産と
ランオフ事業が含まれます。具体的な対象および目標に基づいてこのポート
フォリオを管理する専門チームを設置しました。戦略に不可欠なこの
プロセスを通じて、お客様への影響を最小限にとどめる形で、時機を逃さず
資産を売却することに集中できます。

レガシー・ポートフォリオの設置により、もう一方の事業ポートフォリオの
パフォーマンスに一層注力することができます。これを受け、透明性と徹底
した説明責任の強化に向けて、モジュール型組織への移行を進めています。
これにより、売却によって、より大きな価値を得られるとみなした場合には、
適正価格による売却を行うという、AIGの戦略的枠組みに照らして、各モジ
ュールを評価することも可能になります。これらの再編はすべて、事業部門
に機動性および透明性を持たせることが、速やかなお客様への対応を可能に
し、業績の比較を容易にし持続可能な成長と価値の創造という目標の実現
につながるという、AIGの信念によるものです。私たちは今後も商品や事業部
門、地理的展開を継続的に見直し、AIGが卓越した業績を挙げられる分野に
注力していきます。コンシューマー部門では、米国内でトップレベルにある
リタイヤメントおよび生命保険事業をはじめ、AIGは米国で特に重要な位置
を占め、日本でも一定の存在感を示しています。しかしそれ以外の地域では、

歴史的な背景から影響力は分散しているため、個人向け保険に関しては、
個人契約者に対する事業の展開国を62から15に、団体向け事業の展開国
を66から35に縮小する決断をしました。

2017年末までの企業向け損害保険事故発生年度ベース損害率の

6ポイント改善は、AIGが約束した最も挑戦的な目標です。優良なビジネスを
より成長させ、収益性を維持できる見込みが低いビジネスを見直すことが、
その達成に近づく方法の一つです。これをモデル化したものを、下の図に示
します。米国の賠償責任保険のお客様の約78％は、単一の商品のみの
契約です。こうした契約について、契約内容の拡大や料率引き上げが可能な
のか、更改を見直すのか今後検討していきます。コマーシャル部門CEOの
ロバート・シュメックは、AIGの戦略に関してこう述べています。「すべての
商品を提供しようとする必要はありません。長期的なチャンスをもたらし、
収益性を伴う成長を可能にする商品、そしてその地域でお客様にとって最も
必要性のある商品を提供すべきなのです。多岐にわたるラインの商品を提供
可能な、グローバル企業であることが、AIGの重要な強みなのです。」 

企業向け損害保険
2015年度事故発生年度ベース損害率の分布

正味既経過保険料（10億ドル）0 ~$20
2015年度異常災害を除く事故発生年度ベース損害率•

成長
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AIGは100以上の国と地域においてコマーシャル部門のプレゼンスを維持
するとともに、100ヵ国でネットワーク・パートナーを通じたサービスをお客
様に提供していきます。また、AIGは、私たちがリーディング・カンパニーである
分野、あるいはその可能性のある分野への集中化を進めます。
ロバート・シュメックのメッセージビデオは 
www.aig.com/2015-Schimek-ARvideo.でご視聴いただけます。

AIGが求める成長機会の例として、米国のプライベート・クライアント・グループ
が挙げられます。この分野で、私たちは極めて複雑で時に多国間に関わる顧客
ニーズに対応する独自のスキルを備えています。長年にわたりこの事業で成果
を挙げており、効率化によってサービス拡充と収益性の増大を実現する、
新たな対応力も示しつつあります。昨年もAIGはこのセグメントでの存在感
をより一層高めました。コンシューマー部門担当CEOのケビン・ホーガンは、
次のように述べています。「私たちは、ターゲットを明確にした市場アプローチ、
幅広い販売ネットワーク、可能な限り損害を防ぎ、万一の際にも損失を最小
にとどめることによりお客様に提供する価値、卓越した損害サービスおよびカ
スタマーサービス全般への高い評価によって、リーディング・カンパニーとして
の地位を高めることができました。新規契約は堅調に推移しており引き続き
成長を実現することができる状況にあります。」

お客様にとって欠かせない存在に

お客様に真の価値を提供することによってこそ、私たちは株主の皆様への約
束を果たすことができます。リスクに関しての、業界をリードする卓越した専門
性が、強固な財務力を併せ持つことで一層その価値を増し、私たちは今後も、
お客様の問題へのより良いソリューションの提供に力を傾けていくことができ
るでしょう。

AIGの事業の多くは人目につかないものですが、何千万もの人々の人生に
関わっています。だからこそ私たちは保険業界のリーダーとなり、100年近く
その地位を守り続けてくることができたのです。毎月約60万件の新たな保険
金請求に対応する中で、私たちはリスクに関する深い知見を得てきました。
保険金額の規模は様々ですが、1営業日当たり約1億3,000万ドルの保険金
を支払い、その1件1件から教訓を得ています。AIGほど多様な保険金請求に
対応している企業はほかにないでしょう。最先端のデータ分析を通してその

動向を検証するのも、競合他社には困難なことです。事故を未然に防ぐために、
私たちは多様な商品、お客様、地理的条件について分析しています。これは、
お客様にも、AIGの事業に対しても利益をもたらす取組みです。保険を提供
するお客様のリスクに精通することによって、私たちは知識やスキルを獲得し、
お客様にサービスを提供することを通して、お客様にとって最も価値のある 
保険会社という役割を果たすことができるのです。

私たちは、お客様が事故や災害を回避できるようなサポートを行うことに第一
の重点を置いています。例えば2015年には、事故が「いつ」「どこで」「どのよう
に」発生するのかを把握することによって従業員の安全性を向上させることを
目的としたウェアラブル端末や分析手法、システムを開発する新興のテクノ
ロジー企業であるヒューマン・コンディション・セーフティ社に戦略的投資を
行いました。高度な商品設計に基づく財物保険では、AIG内の専門家が、
お客様に代わってお客様にとってのリスクを深く理解し、リスク管理を向上させ
るための優れた知見を提供しています。そのおかげで私たちは、補償限度額が
非常に大きな保険についても自信を持って適切な引受ができますし、以前なら
複数の保険会社での契約が必要であったような補償を一本化して、一つの
タッチポイントを通して提供することもできるのです。保有契約件数の大幅な
増加が示すように、これによりお客様の負担が軽減していることも明らかです。 

モジュール化による機動性の向上を通じて、社内の意思決定者はお客様にと
ってより近い存在になります。お客様には、保険会社の大規模な組織が相手
なのではなく、必要な権限を持つ担当者が個々のお客様に向き合っていると
いうことを知っていただきたいのです。つまるところ、ヒエラルキーのトップに
いるのはお客様であることを実感していただきたいと考えています。

社員が価値をもたらす

株主の皆様に価値をもたらすのは、端的に言えば全世界で働く65,000人
以上のAIG社員です。AIGの約束を実行するのは、ほかならぬ彼らです。
多様性を通じてグローバルなマーケットに独自の視点をもたらしてくれる、
世界レベルの社員の採用と定着は、お客様にサービスを提供するための
不可欠な要素でした。そして、そのような価値を提供し続けるために、監督機関
や規制が求める水準を名実ともに体現する企業文化を持つことが今後も
求められています。

「AIGの事業の多くは人目につかないものですが、何千万もの人々の人生に
関わっています。だからこそ私たちは保険業界のリーダーとなり、100年近くその地位を
守り続けてくることができたのです」

「AIGは、データ分析ツールの導入によるデータの活用を
通して、大幅な差別化を図り、
リソースを重点的に投入すべき分野を決定します。」

コマーシャル・インシュアランス
CEO
ロバート・シュメック4



私はこの1年、多くの時間を使って世界各地の社員に会い、AIGの現状や
今後目指すべき方向性、そのためになすべきことについて対話しました。
社員は皆、困難な課題に対するクリエイティブな解決策が求められていること
を理解しています。私たちは力を合わせて、そのような解決策を見いだそうと
しています。業務に役立つより優れたツールを社員に提供し、意思決定の裁量
を拡大することも必要です。社員一人ひとりが自分自身の確かな道徳的指針
を持っていると知っているからこそ、彼らに自由に起業家精神を発揮する環
境を与えることができます。最新の社員意識調査の結果でも、その重要性が
強調されており、私たちはこのような環境を必ず実現します。戦略において
説明責任と自律性に焦点を当てたことにより、社員もまた新たな機会を
得て、自らの役割を広げ、柔軟性を高めるでしょう。

世界は変化し続けており、それと共に私たちも変化しなければなりません。
変化が不可欠だと信じる私たちは、未来の保険業界のリーダーになれるは
ずです。新興企業や先端技術が、様々な業界にある意味での破壊をもたらし
ています。しかし、私たちには、創造性に富む高い能力とスケールがあり、集中
することを知っています。破壊を恐れずむしろそれがもたらすチャンスを活かし
て、AIGは優れた成果を達成するでしょう。そして、私たち自身による変革が、
収益性ある成長の機会を生みだすでしょう。

今後2年間、私たちは戦略的目標の達成に全力で取り組みます。誤解を招か
ないようにお話するなら、市場や周囲の環境の変化に伴う変動もあり、道の
りは平坦ではないことは理解しています。しかし、決意と自信に満ちた社員と
ともに、必ず成功を収めるという確信が私たちにはあるのです。

この1年間支援し続けてくれたスティーンランド氏をはじめとする取締役会
の皆様、困難を乗り越えるしなやかな力を持つ社員たち、そして私たちと共
に未来を見つめてくださっているお客様に感謝します。今回の再編を通じて、
既にゆるぎないAIGの姿が見え始めています。行く手には、素晴らしい未来が
待っていることでしょう

保険とはマクロ経済の成長に欠かせないものであり、多数の企業、経営者、
家族を支えています。私たちは、リスクマネジメントにおけるAIGの力を
頼りにしてくださっている皆様の信頼を、何より大切にしています。今後も
私たちの核となる規範を重視し、AIGが果たすべき役割を守らねばなり
ません。AIGは世界の保険業界のリーダーとして、この世界をより安全な
場所にし、将来の不安を取り除くことで、企業と社会が適切に機能するよう
支援しています。それが私たちの使命です。

Our Culture

私たちの信念
VALUES （価値観）
・私たちは、難しい約束をする勇気とそれを守る誠実さを持ちます。
・私たちは、お客様の問題解決のために共に学び協力します。
・私たちは、多様な視点を尊重します。

私たちの目指す姿
VISION

私たちの社会的意義
MISSION

お客様にとって最も価値のある
保険会社を目指します。

私たちはリスクに関する知識・経験と強い財務基盤で、お客様の
将来への不安を減らし、未来に向かうサポートをします。
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「モジュール型の組織は、AIGのこれまでの方向性の
延長線上にあるものです…それは徹底した説明責任の
実現と結果に対する透明性の向上につながるでしょう。」

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
ピーター・D・ハンコック

コンシューマー・インシュアランスCEO
ケビン・ホーガン



AIGの新たな組織構造は、AIGの事業および経営陣の自立性を高めるとともに、AIGをよりお客様に近い
存在にしていきます。お客様にとって最も価値のある保険会社になるという私たちのビジョンを実現する
ためには、連携が今後も鍵となります。私たちは、お客様の問題を解決するため、社内の事業セグメントの
垣根を越えて協力し合い、お客様、ブローカー業界のイノベーターとの連携を進めています。このパートナーシップの
力を示す例をいくつかご紹介します。

お客様にとって最も価値のある保険会社を目指して。

 
「AIGプライベート・クライアント・グループには、多額の自己資本を持つお客様特有の

期待に応え資産を守るために必要な、経験と知識があります。
AIGプライベート・クライアント・グループと提携することで、当社はお客様一人ひとりと

ご家族の状況に合わせてニーズを満たし、個人保険による適切な水準の保障を確実に

提供することができます。」

「AIUは、45年間にわたり、
我々のリクエストを受けて、
傷害保険や、地震を含む自然災害によるリスクをカバー

する損害保険など、会員企業を守るための様々な補償を

提供していただいているパートナーです。」

法人会（公益財団法人 全国法人会総連合）

「AIGと15年以上提携し、
変化する市場環境においてお客様のニーズに合う

総合的な年金プログラムを提供してきました。」

「ヒューマン・コンディション・セーフティは、けがを

防ぎ、人々の命を救うために設立され

た会社です。ウェアラブルテクノロジーと人工知能、

クラウドコンピューティングを組み合わせることで、

人間がバランスを崩す瞬間、つまずいて転倒する

瞬間、過剰な負荷がかかる瞬間を検知することが

できます。」 

ヒューマン・コンディション・セーフティ
CEO
ピーター・E・レイモンド

チェース・インシュアランス・エージェンシー　社長、
JPモルガン・チェース　取締役兼ヘッド・オブ・リタイヤ
メント・アンド・プランニング・ソリューションズ
リンダ・ワード

エーオン・プライベート・リスク・マネジメント　CEO　サミュエル・カーギル



「パームビーチ郡学区は、VALICとの 提携50周年を迎え

たばかりです。長年の協力関係を通じて、VALICは米国内で11番目に

大きな学区の職員・退職者の多様な資金ニーズを満たすため、進化して

きました。パームビーチ郡学区に初めてVALIC退職貯蓄アカウントが

設けられた1965年以来、今日まで、VALICは教育者のファイナンシャル

ライフを実りあるものにするべく、支援を続けてくださっています。」

教育学博士、パームビーチ郡学区長
ロバート・M・アボッサ

AIGは、クライアント・セントリック・アナリティクスなどの革新的な技術を活
用して損失に関する知見を深めることで、100万社以上の事業存続に関し、
リスクマネジメントの担当者を支援しています。損失が、「なぜ」「いつ」「どこで」「どの
ような対象について」発生したかを特定し、再発を防ぐための核心をついた安全プログラム、研修、

ガイドラインを作成するためにお客様と連携しています。

「AIGの団体給付事業は1997年以来、米国医師会の完全保有子会社

であるAMAインシュアランス・エージェンシーの重要なパートナーと

して、医師とそのご家族に 保険による貴重な保障を
提供してくださっています。長期間にわたる提携を
通して、私たちは、医師コミュニティ特有の多様なニーズに応じた

ソリューションを協力して開発し、医療従事者に経済的保障と安心

を与える、医師対象に特化した商品からなる強固なポートフォリオを

実現しました。」

AMAインシュアランス・エージェンシー

「AIGと提携できることを嬉しく思います。私たちは今、生命と財産を守る研究・教育分野で主導的な
役割を果たすチャンスを手にしています。この重要な研究は、本学の学部や学生、AIGのお客様を含め、あらゆる関係者に

直接的な恩恵をもたらすでしょう。」

クレムゾン大学学長　ジェームズ・P・クレメンツ
（AIGはクレムゾン大学と提携してリスク工学分析センターを設立し、AIGのロバート・ベンモシェ前CEOを偲んで記念教授職を設けました。）　

「モノのインターネット（IoT）は、広い意味ではモノと情報のデジタル化をめぐる物語です。

こうした現実世界とデジタル世界の融合が、
今、起こりつつあるのです。」 
米国消費者家電協会（CEA）チーフ・エコノミスト　ショーン・デュブラバック博士

（CEAはAIGと協力して、IoTがもたらすチャンスと課題を探る一連の報告書を作成しています。）
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ピーター・R・フィッシャー
ダートマス大学
グローバル・ビジネス・アンド・ガバメント・センター　
シニアフェロー、タックビジネススクール　上級講師　
ブラックロック
元フィクストインカム・ポートフォリオ・マネジメント
部門ヘッド

テレサ・M・ストーン
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

W・ドン・コーンウェル
グラント・ブロードキャスティング・コーポレーション　
元取締役会長、CEO

ヘンリー・S・ミラー
マーブルゲート・アセット・マネジメント  会長
ミラー・バックファイアー・アンド・コー
元会長兼マネージング・ディレクター

ジョン・H・フィッツパトリック
ホワイト・オーク・グローバル・アドバイザーズ　会長
ジュネーブ協会　元事務局長
スイス・リー　元CFO、生命保険および
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
ネーションワイドインシュアランス　元CEO

スザンヌ・ノラ・ジョンソン
ゴールドマンサックス・グループ　元副会長

ダグラス・M・スティーンランド
アメリカン・インターナショナル・グループ
非常勤会長
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

ピーター・D・ハンコック
アメリカン・インターナショナル・グループ
社長兼CEO

クリストファー・S・リンチ
KPMG
元金融サービス担当ナショナル・パートナー

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア
チェスター・グループ　名誉会長
WQEDマルチメディア　元プレジデント兼CEO

ロナルド・A・リッテンマイヤー
エキスパート・グローバル・ソリューションズ
元会長、プレジデント兼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、プレジデント兼CEO

リンダ・A・ミルズ
ノースロップ・グラマン・コーポレーション　
元オペレーション担当コーポレート・バイス・プレジデント

ロバート・S・ミラー
インターナショナル・オートモーティブ・コンポーネンツ・
グループ プレジデント兼CEO
ミッドオーシャン・パートナーズ　会長
ホーカー・ビーチクラフト　元CEO
デルファイ・コーポレーション　元常勤会長

取締役

左から

（2016年5月11日に開催された年次株主総会において、新たにジョン・ポールソン氏およびサミュエル・マークサマー氏が選任されました。）



本社所在地
American International Group, Inc.
175 Water Street
New York, NY 10038
(212) 770-7000

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

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、Form10-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。

AIGの最高経営責任者は2015年6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。

株主の皆様へのアシスタンス・サービス
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
www.aig.com

Investor Relations
American International Group, Inc.
175 Water Street
New York, NY 10038
(212) 770-6293

Transfer Agent and Registrar
Wells Fargo Bank, N.A.
Shareowner Services
PO Box 64854
St. Paul, MN 55164-0854
(888) 899-8293
shareowneronline.com

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

株主の皆様のための情報




