（訳文）
AIG の取締役会は、１株当たり 0.32 ドルの普通株式の配当を宣言
ニューヨーク（ビジネスワイヤ）、2017 年８月２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、
取締役会が１株当たり額面価額 2.50 ドルの AIG 普通株式に対し、0.32 ドルの配
当を宣言したことを発表した。配当は 2017 年９月 29 日に、2017 年９月 15 日の
営業終了時刻の時点での登録株主に対し、支払われる。
AIG の取締役会会長であるダグラス・M・スティーンランド氏は、以下のように
述べた。
「我々は、AIG の四半期配当を宣言することができ、嬉しく思っています。当社
の強固なバランスシート、改善されたリスク・プロフィール及び多様なビジネ
ス・ミックスは、将来の成長のための確固たる基礎を提供します。我々は、当社
の株主に対し長期的価値を提供することに重点を置いています。」
本配当の結果、発行済の本ワラント（CUSIP 番号 026874156）の行使価格および
ワラントの行使時に受領する AIG 普通株式の数が調整される。正確な調整はワラ
ント契約に規定されている数式によって決定され、2017 年９月 12 日頃に計算可
能となる。調整が決定されたら、AIG はワラントの行使価格および受領できる株
式の実際の調整を発表する。ワラントおよび調整に関するより詳細な情報は AIG
のウェブサイトのインベスターズ・リレーションズのページより入手できる。
本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれている。これらの記
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おり、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。実際の結果は、これらの記述によって示唆される予想される結果と（場合に
よっては大きく）異なる可能性がある。実際の結果がかかる将来の見通しと（場
合によっては大きく）異なる要因は、1934年証券取引所法に基づき、AIGが定期
的に米国証券取引委員会に対して提出する書類に記載される。
AIGグループは、世界の保険業界のリーダーである。1919年に創業し、現在では、
80以上の国や地域の顧客に、損害保険、生命保険、リタイヤメント商品およびそ
の他の金融サービスを幅広く提供している。AIGの商品・サービスを通じた多岐
にわたるサポートは、法人および個人の顧客の資産を守り、リスクマネジメント
および確かなリタイヤメント・セキュリティを提供する。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の追加情報についてはwww.aig.com|
You
Tube
:www.youtube.com/aig
|
Twitter
:
@AIGinsurance
www.twitter.com/AIGinsurance|
LinkedIn :http://www.linkedin.com/company/aig |を参照されたい。AIGに関す
る追加情報を記載しているこれら参照先は便宜上提供されており、かかるウェブ
サイトに記載されている情報は、参照することにより本プレスリリースに組み込
まれていない。
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。これらの商品およびサービスは一部の国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 Board of Directors Declares Common Stock Dividend of $0.32 Per Share
NEW YORK, Aug. 2, 2017 -- American International Group, Inc. (NYSE:AIG) today
announced that its Board of Directors declared a quarterly dividend of $0.32 per share on AIG
Common Stock, par value $2.50 per share. The dividend is payable on September 29, 2017, to
stockholders of record at the close of business on September 15, 2017.
“We are pleased to declare AIG’s quarterly dividend,” said Douglas M. Steenland, Chairman of
the Board of Directors of AIG. “Our strong balance sheet, improved risk profile and diversified
business mix provide us with a strong foundation for future growth. We are firmly focused on
delivering long-term value to our shareholders.”
This dividend will result in an adjustment to the exercise price of the outstanding Warrants
(CUSIP number 026874156) and an adjustment to the number of shares of AIG Common Stock
receivable upon Warrant exercise. The exact adjustments, determined by a formula set forth in the
Warrant Agreement, will become calculable on or around September 12, 2017. Once the
adjustments are determined, AIG will announce the actual adjustment to the Warrant exercise
price and shares receivable. Further information on the Warrants and the adjustments is available
in the Investor Relations section of AIG’s website.
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American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. Founded in 1919, today AIG
member companies provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement products, and other
financial services to customers in more than 80 countries and jurisdictions. These diverse offerings include products
and services that help businesses and individuals protect their assets, manage risks and provide for retirement security.
AIG’s core businesses include Commercial Insurance and Consumer Insurance, as well as Other Operations.
Commercial Insurance comprises two modules – Liability and Financial Lines, and Property and Special Risks.
Consumer Insurance comprises four modules – Individual Retirement, Group Retirement, Life Insurance and Personal
Insurance. 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:
@AIGinsurance www.twitter.com /AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig . These references with
additional information about AIG have been provided as a convenience, and the information contained on such
websites is not incorporated by reference into this press release.
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 countries, and coverage is subject to actual policy language. Noninsurance 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.

