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AIG は米国財務省からのワラント買戻しを実施 

 

ニューヨーク、2013 年３月１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」）は、本日、2008

年および 2009 年に米国財務省に対して発行したワラントの買戻しを完了したと

発表した。2008 年に発行されたワラントは１株当たり 50.00 ドルで約 270 万株

の AIG 普通株式を購入する権利を、2009 年に発行されたワラントは１株当たり

0.00002 ドルで最大 150 株の AIG 普通株式を購入する権利をそれぞれ付与するも

のであった。AIG および米国財務省は、ワラントの買戻価格を約 2,500 万ドルと

することに合意した。AIG による当該ワラントの買戻し後は、米国財務省は AIG

における残余持分を有さないこととなる。 

 

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。 

「AIG が米国財務省に対して発行した発行済ワラントを全て買い戻すことによっ

て、我々は、米国民による AIG への支援の最終章を迎えました。我々は、このよ

うな支援を得られたことに感謝しており、米国民に投資額の全てを返済したこと

に加え、227 億ドルの利益をもたらしたことを誇りに思っております。」 

 

# # # 

 

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 REPURCHASES WARRANTS FROM U.S. TREASURY 

 
NEW YORK, March 1, 2013 – American International Group, Inc. (NYSE: AIG) 
announced today that it completed the repurchase of warrants issued to the United 
States Department of the Treasury (U.S. Treasury) in 2008 and 2009.  The warrant 
issued in 2008 provided the right to purchase approximately 2.7 million shares of 
AIG common stock at $50.00 per share, and the warrant issued in 2009 provided the 
right to purchase up to 150 shares of AIG common stock at $0.00002 per share.  
AIG and the U.S. Treasury agreed upon a repurchase price of approximately $25 
million for the warrants. The U.S. Treasury does not have any residual interest in 
AIG after AIG’s repurchase of these warrants. 
 
“With AIG repurchasing all outstanding warrants issued to the U.S. Treasury, we are 
turning the final page on America’s assistance to AIG,” said Robert H. Benmosche, 
AIG President and Chief Executive Officer. “We appreciate the opportunities this 
support allowed and are proud to have returned to America every cent plus a profit 
of $22.7 billion.” 
 

#   #   # 
 

American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in 
more than 130 countries and jurisdictions. 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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