本稿は2020年10月26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。
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AIG、生命保険および退職給付事業部門の分離について
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）は本日、生命保険お
よび退職給付事業部門を AIG から分離する方針を発表しました。
AIG のエグゼクティブ・マネジメント・チームは、独立した財務および法律の
顧問の支援と AIG 取締役会の監督の下、AIG の現在の複合的構造について、戦
略面、業務面、資本および税務面への影響を含む包括的な見直しを行いました。
この結果、エグゼクティブ・マネジメントは生命保険および退職給付事業部門の
AIG からの分離を推奨し、取締役会はこの分離を進めることを決定しました。
AIG のエグゼクティブ・マネジメントおよび取締役会は、簡素化された企業構造
が株主およびその他のステークホルダーにとって大きな価値をもたらすと考えて
います。完全なる分離を達成する方法に関する決定は行われていませんが、取締
役会は、株主価値を最大化するとともに、２つの独立した、市場をリードする会
社を設立する方法で分離を達成することを目指します。
AIG の CEO のブライアン・デュパロウは、「過去３年間、私たちは AIG のリス
クを低減させ、AIG を収益性の高い成長軌道に乗せるために重要な行動を取って
きました。この行動には損害保険事業部門の強化、生命保険および退職給付事業
部門の多様化、AIG の資本・流動性ポジションの大幅強化および世界に通用する
チームの構築が含まれます。AIG は、こうした基礎的な取組みの結果、生命保険
および退職給付事業部門を分離し、両社が独立した事業体として成功できるよう
進めていくことを決定しました。」
AIG 社長兼グローバル COO および次期 CEO のピーター S. ザッフィーノは次の
ように述べました。「AIG 全体で、私たちは顧客やディストリビューション・パ
ートナー、株主および他のステークホルダーのための価値提供に向けた戦略を実
行し、大きな前進を成し遂げました。生命保険および退職給付事業部門の AIG
からの分離により、AIG の事業を一層強化することが可能となります。私たちは、
この分離により、各事業体のより適切かつ持続可能な価値の達成が可能になると
信じています。」
AIG 取締役会を代表して、ダグラス M. スティーンランドは次のように述べまし
た。「取締役会は、エグゼクティブ・マネジメントと緊密に協力し、AIG の複合
的構造の包括的見直しを行いました。AIG の取締役会メンバーは、生命保険およ
び退職給付事業部門の AIG からの分離が株主のために価値を生み出し、すべて
のステークホルダーに利益をもたらすことを確信しています。」
2017 年末以来、損害保険事業ビジネスは、明確に定義されたリスクアペタイト
および包括的再保険戦略の枠内での規律あるアンダーライティングと経費コント
ロールを通じて、ポートフォリオの改善およびボラティリティ低減に向けた基本

的な取組みの実行で成功を収めてきました。市場のリーダーとして、損害保険事
業部門は引き続き長期的かつ利益性の高い成長の達成にフォーカスしていきます。
独立した会社として、生命保険および退職給付事業ビジネスは、顧客および販売
主の変化するニーズに最も見合う商品・サービスの提供に向け、幅広い商品ポー
トフォリオおよび多様な販売網を活用して、株主のために価値を構築できる状況
が整っています。
上記の分離のための取引は AIG 取締役会の承認を含む多くの条件および承認を
満たすこと、また、保険およびその他の必要な規制当局の承認獲得、および米証
券取引委員会（SEC）の適用要件を満たすことを条件としています。分離に向け
た取引の取り得る形または当該取引の特定条件またはタイミング、あるいは分離
に向けた取引が実際に実行されるのかなどに関して保証されたものではありませ
ん。
本ニュースリリースはいかなる証券の売却の申し出あるいは購入の申し出の勧誘
を行うものではありません。

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。
本プレスリリースの特定の記述には、1995 年米国民事証券訴訟改革法が定める「将来予測に関する記述」に
該当する予測、目標、前提および記述が含まれる可能性があり、本日以降に、AIG が将来予測に関する記述に
ついて関連することを口頭にて言及する可能性があります。これらの予測、目標、前提および記述は歴史的事
実ではなく、その多くが性格上、本質的に不確実であり AIG の管理の及ばない将来の出来事に関する、AIG の
考えを表明するものに過ぎません。この予測、目標、前提および記述には、「予定する」「考える」「予期す
る」「期待する」「意図する」「計画する」「達成に注力する」「みなす」「目指す」「目標」「推測する」
などの語句が前に置かれるか、後に続く、もしくはこれらを含む記述を含むとともに、生命保険および退職給
付事業部門を AIG から分離する意図、分離に向けた取引の具体的条件またはタイミング、および分離に関する
取引の結果として得る可能性のある潜在的利益に関する見解に関しては、制約なく含まれています。場合によ
っては AIG の実際の業績や事業展開、ビジネス上の決定および財務状況と、これらの予測、目標、仮定および
見解に示されたものとが大幅に異なる可能性もあります。AIG の実績、事業展開、ビジネス上の決定および財
務状況が場合によっては大幅に異なる要因には、AIG の各事業が展開される業界に影響を及ぼす経済状況、分

離に向けた取引に関連するものを含む規制当局の承認の不確実性、分離に向けた取引をタイムリーに進める、
または実際に完了するために必要な条件を満たす、および生命保険および退職給付事業部門の分離を成功させ、
分離により予想される利益を実現させる AIG の手腕が含まれます。AIG は、書面または口頭の別を問わず、予
想、目標、仮定またはその他の見解を更新あるいは変更についての義務はなく、その義務は明示的に免責され
ます。こうした更新や変更は、新しい情報、将来の事象その他の結果として、随時行われる可能性があります。
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AIG to Pursue Separation of Life & Retirement Business

NEW YORK, October 26, 2020 -- American International Group, Inc.
(NYSE: AIG) today announced its intention to separate its Life &
Retirement business from AIG.
The company’s executive management team, with assistance from
independent financial and legal advisors and oversight from the AIG Board
of Directors, conducted a comprehensive review of the company’s current
composite structure, including strategic, operational, capital and tax
implications. As a result of this review, executive management
recommended, and the Board has decided to pursue, a separation of the
Life & Retirement business from AIG.
AIG’s executive management and Board believe a simplified corporate
structure will unlock significant value for shareholders and other
stakeholders. Although no decisions have been made as to how to
achieve a full separation, the Board’s intent is to accomplish it in a way
that maximizes shareholder value and establishes two independent,
market leading companies.
Brian Duperreault, AIG’s Chief Executive Officer, stated, “Over the last
three years, we have taken significant action to de-risk AIG and position
the company for profitable growth, including fortifying General Insurance,
diversifying Life & Retirement, significantly strengthening AIG’s capital and
liquidity position, and building a world-class team. This foundational work
has positioned AIG to pursue a separation of Life & Retirement enabling
both companies to prosper as stand-alone entities.”
Peter S. Zaffino, AIG’s President & Global Chief Operating Officer, and
CEO-elect, stated, “Across AIG, we have made significant progress
executing on our strategy to deliver value for our clients, distribution
partners, shareholders and other stakeholders. Our businesses can be
further strengthened by separating Life & Retirement from AIG, which we
believe will enable each entity to achieve a more appropriate and
sustainable valuation.”
Douglas M. Steenland, speaking on behalf of the AIG Board of Directors,
added, “The Board worked closely with executive management as they

conducted a comprehensive review of AIG’s composite structure, and
AIG’s Directors are confident that a separation of Life & Retirement from
AIG will create value for shareholders and benefit all stakeholders.”
Since late 2017, the General Insurance business has been successfully
executing foundational work to reposition its portfolio and reduce volatility
through disciplined underwriting and expense control within a clearly
defined risk appetite and comprehensive reinsurance strategy. As a
market leader, General Insurance will continue to focus on achieving longterm, profitable growth.
As an independent company, the Life & Retirement business will be well
positioned to build value for shareholders by leveraging a broad product
portfolio and diverse distribution to tailor its offerings to best meet the
evolving needs of customers and distributors.
Any separation transaction will be subject to the satisfaction of various
conditions and approvals, including approval by the AIG Board of
Directors, receipt of insurance and other required regulatory approvals,
and satisfaction of any applicable requirements of the Securities and
Exchange Commission. No assurance can be given regarding the form
that a separation transaction may take or the specific terms or timing
thereof, or that a separation will in fact occur.
This news release is not an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy,
any securities.

In separate press releases issued today, AIG announced leadership
transitions for its executive team and Board of Directors and 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.

Certain statements in this press release may include projections, goals,
assumptions and statements that may constitute “forward-looking statements”
within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, and
AIG may make related oral forward-looking statements on or following the date
hereof. These projections, goals, assumptions and 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. These
projections, goals, assumptions and statements include statements preceded by,
followed by or including words such as “will,” “believe,” “anticipate,” “expect,”
“intend,” “plan,” “focused on achieving,” “view,” “target,” “goal,” or “estimate,” and
include without limitation statements regarding an intent to separate the Life &
Retirement business from AIG, the specific terms or timing of any separation
transaction and the potential benefits that may be realized as a result of a
separation transaction. It is possible that AIG’s actual results, developments,
business decisions and financial condition will differ, possibly materially, from
those indicated in these projections, goals, assumptions and statements. Factors
that could cause AIG’s actual results, developments, business decisions and
financial condition to differ, possibly materially, include economic conditions
affecting the industries in which AIG’s businesses operate, the uncertainty of
regulatory approvals including in connection with any separation transaction,
AIG’s ability to satisfy the necessary conditions to consummate a separation
transaction on a timely basis or at all, and AIG’s ability to successfully separate
the Life & Retirement business and realize the anticipated benefits from a
separation. AIG is not under any obligation (and expressly disclaims any
obligation) to update or alter any projections, goals, assumptions or other
statements, whether written or oral, that may be made from time to time, whether
as a result of new information, future events or otherwise.

