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AIG は、米国財務省による 76 億ドルの 

AIG 普通株式の売出しが完了したことを発表 

 
米国政府による AIG への公的支援は全て解消された 

 
 

ニューヨーク、2012 年 12 月 14 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

務省による AIG 普通株式約 2.342 億株の売出しが完了したことを発表した。米国

財務省は、本売出しにより、約 76 億ドルの収益を得た。当該株式は米国財務省

が保有する残り全ての AIG 株式であり、当該株式の売出しにより米国政府による

AIG への公的支援は全て解消された。 

 

AIG のプレジデント兼 CEO であるロバート・H・ベンモシェは、以下のように述

べた。 

「今日から正式に AIG の新たな章が始まります。我々は、アメリカが AIG に対し

て行った投資全ての返済に加え、アメリカに実質的な利益をもたらしたことを誇

りに思い、このようなチャンスを与えられたことに大変感謝しております。アメ

リカに感謝して、明日へ挑みたいと思います。」 

 

2008 年９月以降、米国は、金融危機の間に AIG を安定させることに関連して、

合計 1,823 億ドルを投じた。それ以降、AIG、連邦準備銀行および米国財務省に

よる資産の売却およびその他の措置により、米国政府は、1,823 億ドル全額を回



収し、更に合計 227 億ドルのプラスの収益を獲得した。2011 年５月から、米国

財務省は６回にわたる売出しを通じて、AIG 普通株式約 17 億株の売却を成功さ

せ、合計約 510 億ドルの収益を得た（当該収益には AIG の購入による 130 億ドル

が含まれる。）。米国財務省は、AIG 普通株式約 270 万株を購入するためのワラ

ントを保有し続ける。かかるワラントを売却した場合、米国納税者に追加でプラ

スの収益がもたらされる見込みである。 

 

# # # 

 

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。 



 

Contacts: 

Jon Diat (Media): 917-239-9241; jon.diat@aig.com 

Jim Ankner (Media): 917-882-7677; james.ankner@aig.com 

Liz Werner (Investors): 212-770-7074 elizabeth.werner@aig.com 

 

 

AIG ANNOUNCES COMPLETION OF THE U.S. TREASURY’S $7.6 BILLION 

OFFERING OF AIG COMMON STOCK 

 

Full Resolution of America’s Financial Support of AIG  

 

NEW YORK, December 14, 2012 – American International Group, Inc. (NYSE: 

AIG) announced today the completion of an offering of approximately 234.2 million 

shares of AIG common stock by the U.S. Department of the Treasury (Treasury). 

Treasury received proceeds of approximately $7.6 billion from the sale. The sale of 

these shares – the last of Treasury’s remaining shares of AIG – marks the full 

resolution of America’s financial support of AIG. 

 

“Today officially begins a new chapter at AIG,” said AIG President and Chief 

Executive Officer Robert H. Benmosche. “We are proud to make America whole on 

its investment in AIG plus a substantial profit and grateful for the opportunity. 

Thank you America. Let’s bring on tomorrow.” 

 

Since September 2008, America committed a total of $182.3 billion in connection 

with stabilizing AIG during the financial crisis. Since then, through asset sales and 

other actions by AIG, the Federal Reserve, and Treasury, America recovered its 

$182.3 billion plus a combined positive return of $22.7 billion. Beginning in May 

2011, Treasury successfully sold approximately 1.7 billion shares of AIG common 

stock in six public offerings for total proceeds of approximately $51 billion, 

including approximately $13 billion purchased by AIG. Treasury continues to hold 

warrants to purchase approximately 2.7 million shares of AIG common stock – 

the sale of which is expected to provide an additional positive return to 

taxpayers. 
 

#   #   # 

 
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| 
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