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AIG は、中国において販売代理会社を設立するために 

PICC ライフと合弁契約を締結 

 

ニューヨーク／北京、2013年５月30日－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）（「AIG」）、中国人民保険

集団股份有限公司（「PICC」）と中国人民人寿保険股份有限公司（「PICCライ

フ」）は、本日、中国において販売代理会社を設立するために合弁契約を締結し

たと発表した。 

 

2012年12月、AIGは最大の主要投資家としてPICCの新規株式公開に参加し、５億

米ドルを出資した。この出資に関連して、PICCライフとAIGは、本合弁販売代理

会社を設立することに合意した。合弁会社による販売が検討されている商品には、

共同開発の生命保険およびリタイヤメントに関連する保険商品、既存のPICCグル

ープの生命保険商品、および損害保険商品、AIGグループの損害保険商品、なら

びにかかる発展市場の需要を満たすためのその他の商品が含まれる。 

 

AIGは販売代理会社の24.9％を保有し、PICCライフが残りの75.1％を保有する。

取締役会の人員構成や経営権の割当ては各株式の保有に基づき決定される予定で

ある。 

 



AIGの社長兼CEOであるロバート・H・ベンモシェ氏は、以下のように述べた。

「我々は、中国の消費者に対し、その全体的なクオリティ・オブ・ライフを向上

し保護することを目的として、生命保険およびその他の金融商品を提供するため、

PICCライフとの間で合弁契約を締結したことを嬉しく思います。このパートナー

シップは、戦略的な事業拡大の機会を開拓するための、PICCとAIGの間の長年に

わたる関係および協力の歴史の上に築かれるものです。我々は、PICCライフとの

合弁によって、AIGが、確固たる地位と高い評価を有する現地のパートナーと共

に中国の生命保険市場へ参入する類まれな機会を得ることを喜ばしく思いま

す。」 

 

PICCの会長であるウー・ヤン氏は、以下のように述べた。 

「中国の消費者は、生涯に渡って関わる保険商品を購入し、それを活用するとい

う変化のなかに現在あり、我々は、この合弁がこの目的の達成を支援し、導くも

のとなると確信しております。AIGと長年にわたる関係を有する中国で最も古い

保険サービス・グループとして、我々は、中国全土の新規の顧客および既存の顧

客にサービスを提供する中で、提供商品を拡大し、最新の目標を達成することを

非常に楽しみにしております。」 

 

AIGとPICCライフは、2014年第１四半期までに合弁事業の運営を開始する予定で

ある。正確なスケジュールは関連当局の認可次第となる。PICCは1949年に設立さ

れた、中国最大の保険会社である。年間合計収入は365億米ドルであり、2012年

には、フォーチュン誌が発行する2012年版グローバル500で292位となった。 

 

PICCは投資持株会社である。PICCは、中華人民共和国において、現在、同国で最

も大きな市場シェアを有する中国人民財産保険股份有限公司を通じて損害保険事

業を運営する。PICCは、PICCライフおよび中国人民健康保険股份有限公司

（「PICCヘルス」）を通じて生命および健康保険事業を運営する。包括的な金融

サービス・グループとして、同社は資産運用、投資運用、ファンド、信託および

その他専門分野においても事業を行っている。 

 

アメリカン・インターナショナル・グループは、世界の保険業界のリーダーであ

り、130以上の国や地域で顧客にサービスを提供している。AIGインシュアラン

ス・カンパニー・チャイナ・リミテッドは、上海に本店を有するAIGの完全所有

子会社である。同社は、最大の外資系損害保険会社であり、中国では最も長い歴

史を持つ。 

 

# # # 



 

本プレスリリースには1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities 

Litigation Reform Act of 1995）の意義の範囲内で｢将来の見通し｣に関する記

述が含まれている。かかる将来の見通しに関する記述は、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いる。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る。連邦証券法により要求

される重要な情報を開示する AIG の継続的な義務を除き、AIG は、たとえ新たな

情報、将来の事象またはその他の事由が生じても、書面または口頭を問わず、そ

の見解、目標、予測およびその他の記述を更新または変更する義務を負わず、ま

たそのような義務を明確に否認する。 

 

# # # 

 

AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国や地域で顧客

にサービスを提供している。AIG グループ各社は、世界最大級のネットワークを

通して個人・法人のお客様に損害保険商品・サービスを提供している。このほか、

米国においては生命保険事業、リタイヤメント・サービスの事業も展開している。

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る。 
 

AIG, Inc.の追加情報については www.aig.com | 

You Tube :www.youtube.com/aig | Twitter :@AIG_LatestNews | 

LinkedIn :http://www.linkedin.com/company/aig |を参照されたい。 

 

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ある。より詳細な情

報については当社のホームページ（www.aig.com）を参照されたい。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

提供されている。これら商品およびサービスは一部の地域では利用できない可能

性があり、実際の契約に準拠する。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る。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る。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

証は行われない。 
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AIG SIGNS JOINT VENTURE AGREEMENT WITH PICC LIFE  
TO FORM AN AGENCY DISTRIBUTION COMPANY IN CHINA 
 
NEW YORK/BEIJING, May 30, 2013 – American International Group, Inc. 
(NYSE: AIG), People’s Insurance Company (Group) of China (“PICC”) and PICC 
Life Insurance Company Limited (“PICC Life”) announced today that they have 
entered into a joint venture agreement to form an agency distribution company in 
China.   
 
In December 2012, AIG invested US$500 million as the largest cornerstone investor 
in the PICC initial public offering. In connection with this investment, PICC Life 
and AIG agreed to form this joint venture agency distribution company.  Products 
under consideration to be distributed by the joint venture company include jointly 
developed life and retirement insurance products, existing PICC life products, PICC 
Property & Casualty (P&C) insurance products, AIG P&C products, as well as other 
products aimed at meeting the needs of this developing market.  
 
AIG will own 24.9% of the distribution company, with PICC Life holding the 
remaining 75.1%.  Board seats as well as management assignments will be based 
upon share holdings.   
 
“We are delighted to enter into this joint venture with PICC Life to provide Chinese 
consumers life insurance and other financial products to enhance and protect their 
overall quality of life," said Robert H. Benmosche, President and Chief Executive 
Officer of AIG. "This partnership builds on the longstanding relationship and history 
of cooperation between PICC and AIG to develop strategic business expansion 
opportunities. We are excited that our joint venture with PICC Life provides AIG 
with a unique opportunity to enter the Chinese life market with a well-established 
and respected local partner.” 
 
“Chinese consumers are changing the way they want to purchase and utilize 
insurance products throughout their lifetimes, and we are confident that this joint 
venture will be a leader in helping these consumers achieve this goal,” said 
Chairman Wu Yan of PICC.  “As China’s oldest insurance service group with a 
longstanding relationship with AIG, we are very much looking forward to growing 
our offerings and achieving our latest milestone in serving new and existing 
customers across the country.” 
 
AIG and PICC Life plan to commence operations of the joint venture by the first 
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quarter of 2014. The exact timeline is subject to regulatory approval.  
Founded in 1949, PICC is the largest insurance company in China. In 2012, it 
ranked 292nd in the 2012 edition of the Global 500 published by Fortune magazine, 
with total annual revenue of US$36.5 billion.  
 
PICC is an investment holding company. The Company operates its P&C insurance 
business in the People’s Republic of China through PICC Property and Casualty 
Company Limited, which currently has the largest market share in the country. 
PICC operates its life and health insurance businesses through PICC Life and PICC 
Health Insurance Company Limited (“PICC Health”). As a full service financial 
group, the company also has operations in the areas of asset management, 
investment management, funds, trusts, and other specialties.   
 
American International Group, Inc. is a leading international insurance organization 
serving customers in more than 130 countries. AIG Insurance Company China 
Limited is a wholly owned subsidiary of AIG with headquarters in Shanghai. It is 
the largest foreign-funded P&C insurer with the longest history in China.  
 

#   #   # 
 
This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking 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. Except for AIG’s ongoing obligation to disclose material information as 
required by federal securities laws, 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. 
 

#   #   # 
 
American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in 
more than 130 countries. AIG companies serve commercial, institutional, and individual customers through 
one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies 
are leading providers of life insurance and retirement services in the United States. 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: 
@AIG_LatestNews | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig | 
 
 
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 jurisdictions, 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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