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AIG. Inc のリーダーシップの変更について
ピーター S. ザッフィーノが CEO に就任し取締役会メンバーに
ブライアン・デュパロウは常勤会長に
ダグラス M. スティーンランドは社外取締役のリードに
2020 年 10 月 26 日（ニューヨーク）： 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取引銘柄：AIG）はエグゼクティブ・
チームと取締役会メンバーのリーダーシップ変更について発表いたしました。
AIG 取締役会はピーター S. ザッフィーノを現在の社長としての役職に加えて、
2021 年 3 月 1 日付で AIG の CEO に指名しました。なお、発表と同時に、ザッ
フィーノは取締役に任命されています。
また、同じく 2021 年 3 月 1 日付でブライアン・デュパロウは AIG 取締役会の
常勤会長に就任し、現行の会長であるダグラス M. スティーンランドは社外取締
役のリードに就任します。
ザッフィーノは次のように述べています。「CEO の役職をデュパロウ氏から引
き継ぐことを誇りに思うと共に、この機会を与えてくれたデュパロウ氏と AIG
取締役会に感謝いたします。AIG をトップレベルのパフォーマンスを誇る企業
にするという私たちの歩みを進めるために、次のフェーズを率いていくことを楽
しみにしております。」
また、デュパロウは「AIG の取締役の皆さまの継続的な支援に感謝申し上げる
とともに、AIG の次期 CEO としてまさにふさわしいザッフィーノ氏の就任を祝
福いたします。ザッフィーノ氏は AIG の重要な再生と変革の達成に向け大きな
役割を果たし続けてくれており、彼のビジョンや決断力、卓越性を追求する姿勢
が弊社の将来的な成功をもたらすことでしょう。」と述べています。
取締役会メンバーを代表し、スティーンランドは次のように述べました。「マー
ケットリーダーとしての AIG ビジネスの戦略的な位置づけを改めて導きだすた
めのデュパロウ氏のリーダーシップと専門性に感謝するとともに、常勤会長とし
て引き続き貢献してくれることを楽しみにしています。私たちは、ザッフィーノ
氏のような優秀なエクゼクティブがいることを幸運に思っていますし、彼のリー
ダーシップのもとでの AIG の将来 に非常に自信を持っています。」
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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AIG Announces Leadership Transitions
Peter S. Zaffino to Become Chief Executive Officer and Joins Board
Brian Duperreault to Become Executive Chairman
Douglas M. Steenland to Become Lead Independent Director

NEW YORK, October 26, 2020 -- American International Group, Inc.
(NYSE: AIG) today announced leadership transitions for its executive
team and Board of Directors.
The AIG Board of Directors has named Peter S. Zaffino Chief Executive
Officer of AIG, effective March 1, 2021, in addition to his current role as
President of the company. Mr. Zaffino has also been appointed to serve
as a Director, effective immediately.
Brian Duperreault will become Executive Chairman and Douglas M.
Steenland, currently Independent Chairman of the Board, will become
Lead Independent Director, also effective March 1, 2021.
Mr. Zaffino stated, “I am honored to succeed Brian as Chief Executive
Officer of AIG and want to thank him and the AIG Board of Directors for
this opportunity. I look forward to leading AIG’s next phase on our journey
to becoming a top performing company.”
Mr. Duperreault stated, “I want to thank the AIG Directors for their
continued support and congratulate Peter on his well-deserved election as
the next Chief Executive Officer of AIG. Peter has been instrumental in the
significant turnaround and transformation at AIG and his vision,
determination and pursuit of excellence will help ensure the company’s
future success.”
Mr. Steenland, speaking on behalf of the Board of Directors, said, “We are
grateful to Brian for his leadership and expertise in guiding the strategic
repositioning of AIG’s businesses as market leaders and we look forward
to his ongoing contributions as Executive Chairman. We are extremely
fortunate to have an executive of Peter’s caliber and have great
confidence about the future of the company under his leadership.”

In separate press releases issued today, AIG announced its intention to
separate the Life & Retirement business from AIG and provided an update
on catastrophe losses, including COVID-19 catastrophe-related losses, for
the quarter ended September 30, 2020, as well as Life & Retirement and
Legacy annual actuarial assumptions.

###

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. AIG member companies
provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement solutions, 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.
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 jurisdictions, and
coverage is subject to underwriting requirements and 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.

