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AIGは、米国財務省によるAIG普通株式の売出しの価格決定を発表 

 

ニューヨーク 2012年３月８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、米国

財務省がAIG普通株式206,896,552株の売出しの価格を１株当たり29.00ドルに

決定したことを発表した。 

 

米国財務省の売出しに関連し、AIG取締役会の事前の承認により、AIGは、本売

出しにおいて公募価格総額約30億ドルの購入額で103,448,276株のAIG普通株

式を買い戻すことに合意した。 

 

＃ ＃ ＃ 

 

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。特に、本売出しを完了させることができる保証はない。

かかる将来の見通しに関する記述は、現時点での将来における事象に関する

AIGの考えを反映しており、予測に基づいており、リスクおよび不確実性にさ

らされている。連邦証券法により要求される重要な情報の開示につきAIGが引

き続き負う義務を除き、AIGは、将来の見通しに対する今後の修正に関して、

本プレスリリースの日付以降に生じた事象および状況を反映させるために新

たな情報を提供する予定はない。 

 

＃ ＃ ＃ 

 



AIG グループは世界の保険業界のリーダーであり、130 以上の国でお客様にサ

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およびリタイヤメント・サービス事業を展開して

いる。なお、持株会社 AIG, Inc.の普通株式はニューヨークおよび東京の各証

券取引所に上場されている。 

 

＃ ＃ ＃ 
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AIG ANNOUNCES U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY PRICING 
OF OFFERING TO SELL SHARES OF AIG COMMON STOCK 

 
NEW YORK, March 8, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE: AIG) today 
announced that the U.S. Department of the Treasury (Treasury) has priced an offering of 
206,896,552 shares of its AIG common stock at $29.00 per share.   
 
In connection with Treasury’s offering and as permitted by the previously announced 
authorization by the AIG Board of Directors, AIG has agreed to purchase 103,448,276 shares of 
AIG common stock in the offering at the public offering price for an aggregate purchase amount 
of approximately $3.0 billion. 

# # # 
 

This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995.  In particular, no assurance can be given that the 
offering will be completed.  These forward-looking statements reflect AIG’s current views with 
respect to future events and are based on assumptions and are subject to risks and uncertainties.  
Except for AIG’s ongoing obligation to disclose material information as required by federal 
securities laws, it does not intend to provide an update concerning any future revisions to any 
forward-looking statements to reflect events or circumstances occurring after the date hereof. 
 

# # # 
 

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 additional, 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’s Stock Exchange. 
 

# # # 


