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AIG がハートフォードから 
ウッドベリー・ファイナンシャル・サービスを取得 

 
 

ニューヨーク、2012 年 12 月３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）は、本日、AIG の生命保険お

よびリタイヤメント事業である AIG ライフ・アンド・リタイヤメントがハートフ

ォードからウッドベリー・ファイナンシャル・サービス・インクを取得したこと

を発表した。両社は、当該取得について、2012 年７月 31 日に最終的な合意を締

結している。 

 

ウッドベリー・ファイナンシャル・サービスは、米国における最大級の独立した

ブローカー・ディーラー・ネットワークの一つである AIG ライフ・アンド・リタ

イヤメントのアドバイザー・グループの一員となった。エフエスシー・セキュリ

ティーズ・コーポレーション、ロイヤル・アライアンス・アソシエイツおよびセ

ージ・ポイント・ファイナンシャルを擁するアドバイザー・グループのネットワ

ークに、ウッドベリー・ファイナンシャルは、約 1,400 人のアドバイザーおよび



250 億ドルの運用資産を追加する。ウッドベリー・ファイナンシャルが追加され

ることにより、アドバイザー・グループは 6,000 人を超える独立金融アドバイザ

ー、800 人を超える本社従業員および 1,250 億ドルを超える運用資産を有するこ

ととなる。 

 
AIG ライフ・アンド・リタイヤメントのプレジデント兼 CEO のジェイ・ウィント

ロブ氏は以下のように述べた。 

「既に独立したブローカー・ディーラー団体の中でも指導的な立場にあるアドバ

イザー・グループは、補完的なビジネス・モデルを有するウッドベリー・ファイ

ナンシャル・サービスの取得によって強化されます。ウッドベリー・ファイナン

シャルの獲得は我々にとって重要であり、独立したブローカー・ディーラー業界

および独立金融アドバイザー業界への我々の長期的なコミットメントを確約する

ものです。」 

 

ウッドベリー・ファイナンシャルのプレジデント兼 CEO であるパトリック・マッ

ケヴォイ氏は、以下のように述べた。 

「当社のアドバイザーは、アドバイザー・グループに加わることについて喜ばし

く思っております。我々は、今回の提携により当社のアドバイザーが、実践的な

サービスから業界有数の技術や成長へのまたとない機会まで、大きな恩恵を受け

ると信じております。」 

 

アドバイザー・グループのプレジデント兼 CEO であるラリー・ロス氏は、ネット

ワークに亘る成長について、以下の通り強調した。 

「ウッドベリー・ファイナンシャルが我々アドバイザー・グループに加わること

について大変喜ばしく思っております。質の高いアドバイザーに対するウッドベ

リー・ファイナンシャルの優れた価値ある提案に焦点を当てることによって、当

グループは成長することができると確信しています。今年、各ブローカー・ディ

ーラーは多数のアドバイザーを採用しましたが、我々は引き続き、より多くの才

能あふれる人材をアドバイザー・グループに迎え入れることを期待しておりま

す。」 

 

ウッドベリー・ファイナンシャル・サービスは、ミネソタ州のオークデールに所

在し、200 名を超える本社従業員および米国各地に 1,400 人近くの独立代理人を

有する。ウッドベリー・ファイナンシャルの前身はモンタナ・ライフであり、そ

の歴史は 1910 年までに遡る。 

 



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（"forward-looking statements"）」が含まれている。これらの将来の見通し

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。こ

れらの将来の見通しに関する記述が現在の見込みと（場合によっては大きく）異

なる要因には、米国証券取引委員会に対する AIG の提出書類に記述される要因が

含まれていた。 

 

# # # 

 

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 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。 

  

 



FOR IMMEDIATE RELEASE  

Contacts: Jim Ankner (News Media) James.Ankner@aig.com 917-882-7677 

Linda Malamut (Advisor Group) Linda.Malamut@aig.com 310-772-6533 

Liz Werner (Investment Community) Elizabeth.Werner@aig.com  

 

AIG ACQUIRES WOODBURY FINANCIAL SERVICES FROM THE 

HARTFORD 

NEW YORK – December 3, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE: 

AIG) today announced that its life and retirement business, AIG Life and 

Retirement, acquired Woodbury Financial Services, Inc. from The Hartford. The 

companies signed a definitive agreement for the acquisition on July 31, 2012.   

 

Woodbury Financial Services is now part of AIG Life and Retirement’s Advisor 

Group, one of the nation’s largest networks of independent broker-dealers. 

Woodbury Financial brings approximately 1,400 advisors and $25 billion in assets 

under management to the Advisor Group’s network, which includes FSC Securities 

Corporation, Royal Alliance Associates and SagePoint Financial. With the addition 

of Woodbury Financial, Advisor Group consists of over 6,000 independent financial 

advisors, more than 800 home office employees and over $125 billion in assets 

under management. 

 

“Advisor Group, already a leader among independent broker-dealer organizations, is 

strengthened by the addition of Woodbury Financial, with its complementary 

business model,” said Jay Wintrob, President and Chief Executive Officer of AIG 

Life and Retirement. “Woodbury Financial is an important acquisition for us and 

affirms our long-term commitment to the independent broker-dealer space and to the 

independent financial advisor community.” 

 

“Our advisors are very excited to be part of Advisor Group,” said Patrick McEvoy, 

President and Chief Executive Officer of Woodbury Financial. “From the hands-on 

service to industry-leading technology to unique opportunities for growth, I’m 

confident our advisors will benefit greatly from our affiliation.”  

 

Larry Roth, President and Chief Executive Officer of Advisor Group, highlighted 

growth across the network, stating, “We are delighted to add Woodbury Financial to 

our organization and are confident that we will grow the firm by highlighting 

Woodbury’s unique value proposition to high quality advisors. Each of our broker-

dealers has recruited a number of advisors this year and we remain eager to bring 

more talent to Advisor Group.” 

 

Located in Oakdale, MN, Woodbury Financial Services has more than 200 home 

office employees and nearly 1,400 independent representatives throughout the 

United States. The roots of Woodbury Financial date back to 1910, with Montana 

Life.  
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FOR IMMEDIATE RELEASE  

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.  Factors that could cause these forward-looking statements 

to differ, possibly materially, from that currently contemplated included the 

factors set forth in AIG’s filings with the United States Securities and Exchange 

Commission. 
 

# # # 
 
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. 

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. 


