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AIG、大規模自然災害による損失見通しを 
決算発表に先立ち公表 

2018年 10月 18日（ニューヨーク発）：アメリカン・インターナショナル・
グループ・インク（ニューヨーク証券取引所銘柄：AIG）は本日、2018年第 3
四半期の再保険金受け取り後の税引前の大規模自然災害による損失は、約 15
億ドルから 17億ドルになる見通しを発表しました。この損失は、台風 21号と
24号を含む日本における複数の自然災害を中心に、ハリケーン「フローレンス」
の影響や、カリフォルニアでの土砂災害の損失見込の更新による影響を受けた
ものです。結果として、再保険金受け取り後の税引前の大規模自然災害による
損失は、日本とアジア地域における複数の自然災害に関して約 9億ドルから
10億ドルとなり、北米の自然災害に関しては約 6億ドルから 7億ドルとなる
見込みです。これに加え、ハリケーン「マイケル」による初期段階の損失見積
りは、再保険調整後で約 3億ドルから 5億ドルになる見込みで、2018年第 4
四半期の営業業績に反映される予定です。なお、これらの大規模自然災害によ
る損失には、ヴァリダス・ホールディングスとその関連会社における損失見込
みも含まれています。AIG は、北米大規模災害集積再保険プログラムについて、
カリフォルニアの土砂災害とハリケーン「フローレンス」に加えて、ハリケー
ン「マイケル」に関する損失見込をハイエンドな水準で反映すると、7億
5000万ドルの残余額のうち、約 7億ドルを使いきることになると推測してい
ます。北米大規模災害集積再保険プログラムについては、2017年度の Form 
10-Kに基づくアニューアルレポートの「Item 7, MD&A – Enterprise Risk 
Management – Insurance Risks」をご参照ください。 

AIGの社長兼 CEOのブライアン・デュパロウは次のように述べています。
「各地で起こった災害で被災された皆さまにお悔みとお見舞いを申し上げます。
AIGは、世界中のお客さまが必要とする生活再建、復興のために常に迅速に対
応いたします。北米の再保険ポートフォリオを再構築する当社の努力が、大規
模自然災害による損失に対する当社のエクスポージャーを軽減するために望ま
しい結果を生み出しています。グローバルなプロテクション施策をさらに進化
させる方法を模索しつつ、長期的に持続可能で収益性のある成長の実現に注力
してまいります。」 

この暫定推定値は少なからぬ判断を基に算出した部分を含みます。損失を左右
する要因は複雑であることから、これらの事由に関連する AIGの最終的な損失
は推定値と一致すると保証するものではなく、大幅に異なる可能性もあります。 
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本稿は2018年10月18日、AIG米国本社が発表した英文プレスリリース（原

文）の参考訳です。 
本稿と原文との間で解釈に相違が生じた際には、原文が優先します。 
原文の発信日付で、AIGジャパンのホームページに掲載しています。 
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AIGは米国東部時間で 2018年 11月 1日（木）の午前 8時から、第 3四半期
決算に関する電話会見を開催します。この会見には、AIGの公式Webサイト
(https://www.aig.com )の IRページを通したWebcastでお聴きいただくこ
とができます。また録音を、同サイト上からお聴きいただくことも可能です。 

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これら
の記述は過去の事実ではなく、将来の事象に関する AIGの見解のみを表してお
り、その多くは性質上、本質的に不確実なものであり AIGに制御可能な範疇を
超えています。実際の結果は、これらの記述によって示唆される予想される結
果と（場合によっては大きく）異なる可能性があります。実際の結果がかかる
将来の見通しと（場合によっては大きく）異なる要因は、1934年証券取引所
法に基づき、AIGが定期的に米国証券取引委員会に対して提出する書類に記載
されます。 

 
 
AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、80 以上の国や地域でお客さま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、退職給付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さま
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証券取引所に上場しています。 
 
AIGの追加情報についてはwww.aig.com |You Tube : www.youtube.com/aig | Twitter : 
@AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance |LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/aig 
を参照ください。AIGに関する追加情報を記載しているこれら参照先は便宜上提供されており、かかるウェブ
サイトに記載されている情報は、参照することにより本プレスリリースに組み込まれていません。 
 
AIGとは、AIG, Inc.傘下の全世界の損害保険、生命保険、リタイヤメント・サービス事業ならびに一般的な
保険事業のマーケティング名です。より詳細な情報については当社のホームページ（ www.aig.com ）を参
照ください。全ての商品およびサービスはAIG, Inc.傘下の子会社または関連会社により引き受けまたは提供
されています。これらの商品およびサービスは一部の国では利用できない可能性があり、実際の契約に準拠
します。保険以外の商品・サービスは、独立した第三者によって提供されることがあります。一部の損害保
険の補償については、サープラス・ラインの保険会社によって提供される可能性があります。サープラス・
ラインの保険会社は、一般的に米国州政府保証基金に加入しないため、当該基金による保証は行われません。 
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Contacts: 

Liz Werner (Investors): 212-770-7074; elizabeth.werner@aig.com 

Fernando Melon (Investors): 212-770-4630; fernando.melon@aig.com 

Daniel O’Donnell (Media): 212-770-3141; daniel.odonnell@aig.com   

Claire Talcott (Media): 212-458-6343; claire.talcott@aig.com 

 

 

AIG Preannounces Global Catastrophe Losses 

 

 

NEW YORK, October 18, 2018 - American International Group, Inc. (NYSE:AIG) today 

announced it expects to report third quarter 2018 pre-tax catastrophe losses, net of reinsurance, 

of approximately $1.5 to $1.7 billion. These losses are largely associated with multiple events 

in Japan, including Typhoons Jebi and Trami, as well as Hurricane Florence and revisions to 

our loss estimates on the California mudslides. As a result, AIG expects pre-tax catastrophe 

losses, net of reinsurance, resulting from multiple events in Japan and Asia to be approximately 

$900 million to $1 billion and pre-tax catastrophe losses, net of reinsurance, resulting from 

events in North America to be approximately $600 to $700 million, respectively. In addition, 

initial pre-tax loss estimates for Hurricane Michael, net of reinsurance, are approximately $300 

to $500 million, which will be included in fourth quarter 2018 operating results. Catastrophe 

loss estimates include expected losses for Validus Holdings, Ltd. and its affiliates. AIG 

estimates that it has exhausted approximately $700 million of the $750 million retention under 

its North America aggregate catastrophe reinsurance program following the California 

mudslides, Hurricane Florence and assuming the high end of the loss estimate range for 

Hurricane Michael. For further details on the North American catastrophe reinsurance 

program, see Item 7. MD&A — Enterprise Risk Management — Insurance Risks in AIG’s 

Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2017. 

 

Brian Duperreault, President and Chief Executive Officer said, “Our thoughts are with those 

who have been affected by the recent extreme events. Across AIG we are committed to 

supporting our customers, wherever they are around the world, by acting quickly to help them 

recover and rebuild. We are pleased that our efforts to restructure our North American 

reinsurance portfolio are yielding the desired result to mitigate our exposure to catastrophe 

losses. We continue to look for ways to further evolve our global protection measures while 

remaining diligently focused on executing against our plan to position AIG for long-term 

sustainable, profitable growth.” 

 

These preliminary estimates involve the exercise of considerable judgment. Due to the 

complexity of factors contributing to the losses, there can be no assurance that AIG’s ultimate 

losses associated with these events will not differ from these estimates, perhaps materially. 

 

AIG will host a conference call on Thursday, November 1, 2018, at 8:00 a.m. ET to review its 

third-quarter financial results. The call is open to the public and can be accessed via a live, 

listen-only webcast available in the Investor Relations section of https://www.aig.com. A 

replay will be available after the call at the same location. 
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Certain statements in this press release constitute forward-looking statements. These statements 

are not historical facts but instead represent only AIG’s belief regarding future events, many of 

which, by their nature, are inherently uncertain and outside AIG’s control. It is possible that actual 

results will differ, possibly materially, from the anticipated results contemplated by these 
statements. Factors that could cause actual results to differ, possibly materially, from those in the 

forward-looking statements are discussed throughout AIG’s periodic filings with the Securities and 

Exchange Commission pursuant to the Securities Exchange Act of 1934. 

 

 

 

 

 

 

 
American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. Founded in 1919, today AIG member companies 
provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement products, and other financial services to customers in more 
than 80 countries and jurisdictions. These diverse offerings include products and services that help businesses and individuals protect 
their assets, manage risks and provide for retirement security. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the 
Tokyo Stock Exchange.  
 
Additional information about AIG can be found at www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance 
www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. These references with additional information about AIG have 
been provided as a convenience, and the information contained on such websites is not incorporated by reference into this press release.  
 
AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American 
International Group, Inc. For additional information, please visit our website at www.aig.com. All products and services are written or 
provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Products or services may not be available in all countries, and 
coverage is subject to actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. Certain 
property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state 
guaranty funds, and insureds are therefore not protected by such funds. 
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