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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 三井造船株式会社

証券コード 7003

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京・大阪・名古屋・福岡・札幌

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 シティバンク、エヌ・エイ　（Citibank, N.A.)

住所又は本店所在地 アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス市パラダイスロード3900スイート127

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 慶応元年7月30日

代表者氏名 ビル・ローデス

代表者役職 会長

事業内容 銀行業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日興シティホールディングス株式会社　コンプライアンス部　大濱俊作

電話番号 03-5644-4341

（２）【保有目的】

証券業務に係る一時保有

（３）【重要提案行為等】

該当事項ありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 22,552,000株

新株予約権証券（株） A - H 

新株予約権付社債券（株） B - I 

対象有価証券カバードワラント C J 

株券預託証券

株券関連預託証券 D K
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株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L 

対象有価証券償還社債 F M 

他社株等転換株券 G N 

合計（株・口） O 22,552,000株 P Q 

信用取引により譲渡したことによ
り
控除する株券等の数

R 

共同保有者間で引渡請求権等の権
利が
存在するものとして控除する株券
等の数

S 

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 22,552,000株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年9月11日現在）

V 830,987,176株

上記提出者の株券等保有割合
（％）
（T/（U+V）×100）

2.71%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.90%

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合
市場内外取
引の別

取得又は処
分の別

単価

平成20年7月
15日

普通株式 （オプ
ション）

880,000株0.11%市場外 処分
コールオプション権利行
使　行使価格315円

平成20年8月
12日

普通株式 （オプ
ション）

1,512,000株0.18%市場外 処分
コールオプション権利行
使　行使価格319円

平成20年8月
13日

普通株式 （オプ
ション）

800,000株0.10%市場外 処分
コールオプション権利行
使　行使価格315円

平成20年9月
5日

普通株式 （オプ
ション）

10,736,000
株

1.29%市場外 取得 権利行使価格 200円

平成20年9月
11日

普通株式 （オプ
ション）

1,584,000株0.19%市場外 処分
コールオプション権利行
使　行使価格319円

注記：最近６０日間の取得又は処分の状況については、正しい記載とすべく調査を行ってまいりましたが、確認できない
取引データがあり不完全な記載となっております。

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項ありません。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） -

借入金額計（X）（千円） -

その他金額計（Y）（千円） -

上記（Y）の内訳 -

取得資金合計（千円）（W+X+Y） -

②【借入金の内訳】

　該当事項ありません。
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③【借入先の名称等】

　該当事項ありません。

注記: 取得資金の内訳、借入金の内訳、借入先の名称等は、正しい記載とすべく調査を行ってまいりましたが、確認できな
い取引データがあり不完全な記載となっております。

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 日興シティグループ証券株式会社

住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成13年2月9日

代表者氏名 林森成

代表者役職 代表執行役社長

事業内容 証券業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日興シティグループ証券株式会社　法規監理部　馬嶋華子

電話番号 03-6270-5972

（２）【保有目的】

証券業務に係る一時保有

（３）【重要提案行為等】

該当事項ありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 5,806,000株

新株予約権証券（株） A - H 

新株予約権付社債券（株） B - I 

対象有価証券カバードワラント C J 

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L 
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対象有価証券償還社債 F M 

他社株等転換株券 G N 

合計（株・口） O 5,806,000株 P Q 

信用取引により譲渡したことによ
り
控除する株券等の数

R 

共同保有者間で引渡請求権等の権
利が
存在するものとして控除する株券
等の数

S 4,765,921株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 1,040,079株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年9月11日現在）

V 830,987,176株

上記提出者の株券等保有割合
（％）
（T/（U+V）×100）

0.13%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.21%

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日
株券等の種
類

数量 割合
市場内外取引の

別
取得又は処分の

別
単価

平成20年7月14日 普通株券 233,000株0.03% 市場内 処分

平成20年7月14日 普通株券 300,000株0.04% 市場外 取得 315.80円

平成20年7月14日 普通株券 67,000株0.01% 市場外 処分 316円

平成20年7月15日 普通株券 10,000株0.00% 市場内 処分

平成20年7月17日 普通株券 2,000株0.00% 市場内 処分

平成20年7月17日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 取得 316円

平成20年7月18日 普通株券 7,000株0.00% 市場内 処分

平成20年7月22日 普通株券 153,000株0.02% 市場内 処分

平成20年7月22日 普通株券 163,000株0.02% 市場外 取得 330.26円

平成20年7月22日 普通株券 22,000株0.00% 市場外 処分 330.26円

平成20年7月23日 普通株券 8,000株0.00% 市場内 取得

平成20年7月23日 普通株券 6,000株0.00% 市場内 処分

平成20年7月23日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月25日 普通株券 7,000株0.00% 市場内 処分

平成20年7月28日 普通株券 3,000株0.00% 市場内 取得

平成20年7月29日 普通株券 15,000株0.00% 市場内 取得

平成20年7月30日 普通株券 12,000株0.00% 市場内 取得

平成20年7月30日 普通株券 15,000株0.00% 市場外 処分 340円

平成20年7月31日 普通株券 5,000株0.00% 市場内 取得

平成20年7月31日 普通株券 1,000株0.00% 市場外 処分 330円

平成20年8月1日 普通株券 7,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月1日 普通株券 29,000株0.00% 市場内 処分
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平成20年8月1日 普通株券 17,000株0.00% 市場外 取得 320円

平成20年8月4日 普通株券 64,000株0.01% 市場内 処分

平成20年8月4日 普通株券 64,000株0.01% 市場外 取得 302.69円

平成20年8月5日 普通株券 13,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月5日 普通株券 40,000株0.01% 市場内 処分

平成20年8月5日 普通株券 40,000株0.01% 市場外 取得 286.14円

平成20年8月6日 普通株券 19,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月6日 普通株券 252,000株0.03% 市場内 処分

平成20年8月6日 普通株券 252,000株0.03% 市場外 取得 297.50円

平成20年8月6日 普通株券 143,000株0.02% 市場外 処分 696.22円

平成20年8月6日 普通株券 629,000株0.08% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月6日 普通株券 600,000株0.07% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月7日 普通株券 46,000株0.01% 市場内 取得

平成20年8月7日 普通株券 13,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月7日 普通株券 48,000株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月8日 普通株券 264,000株0.03% 市場内 取得

平成20年8月8日 普通株券 219,000株0.03% 市場内 処分

平成20年8月11日 普通株券 16,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月11日 普通株券 92,000株0.01% 市場内 処分

平成20年8月11日 普通株券 65,000株0.01% 市場外 取得 257円

平成20年8月13日 普通株券 15,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月14日 普通株券 14,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月14日 普通株券 82,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月15日 普通株券 20,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月15日 普通株券 2,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月18日 普通株券 100,000株0.01% 市場内 処分

平成20年8月18日 普通株券 100,000株0.01% 市場外 取得 248円

平成20年8月19日 普通株券 11,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月20日 普通株券 9,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月20日 普通株券 1,000株0.00% 市場外 処分 243円

平成20年8月20日 普通株券 96,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月21日 普通株券 11,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月21日 普通株券
3,000,000
株

0.36% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月22日 普通株券 5,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月22日 普通株券 773,000株0.09% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月25日 普通株券 10,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月25日 普通株券 26,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月25日 普通株券 4,000株0.00% 市場外 処分 233.25円

平成20年8月26日 普通株券 10,000株0.00% 市場内 取得
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平成20年8月27日 普通株券 3,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月28日 普通株券 9,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月28日 普通株券 1,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月28日 普通株券 22,000株0.00% 市場外 処分 211.82円

平成20年8月29日 普通株券 2,000株0.00% 市場内 取得

平成20年8月29日 普通株券 14,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月29日 普通株券 380,000株0.05% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月1日 普通株券 11,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月2日 普通株券 22,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月2日 普通株券 7,000株0.00% 市場内 処分

平成20年9月2日 普通株券 250,000株0.03% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月3日 普通株券 11,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月3日 普通株券 6,000株0.00% 市場内 処分

平成20年9月3日 普通株券 9,000株0.00% 市場外 処分 219円

平成20年9月4日 普通株券 13,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月5日 普通株券 18,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月8日 普通株券 34,000株0.00% 市場内 処分

平成20年9月9日 普通株券 13,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月10日 普通株券 3,000株0.00% 市場内 処分

平成20年9月11日 普通株券 12,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月11日 普通株券 11,000株0.00% 市場内 処分

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

株券消費貸借契約により、下記のとおり貸し付けている。
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 4765921株

株券消費貸借契約により、下記のとおり借り入れている。
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド 540000株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 219000株
ドレスナー・クラインオート証券会社　東京支店 1900000株
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店 2000000株
日興コーディアル証券株式会社 600000株

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） 29,355千円

借入金額計（X）（千円） -

その他金額計（Y）（千円） -

上記（Y）の内訳 -

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 29,355千円

②【借入金の内訳】

　該当事項ありません。

③【借入先の名称等】

　該当事項ありません。
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３【提出者（大量保有者）／３】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社

住所又は本店所在地 東京都港区赤坂9丁目7番1号　ミッドタウン・タワー

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和34年12月1日

代表者氏名 ティモシー・エフ･マッカーシー

代表者役職 取締役会長兼CEO

事業内容 投資運用業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日興アセットマネジメント株式会社　コンプライアンス部　梅原久美子

電話番号 03-6447-6535

（２）【保有目的】

純投資（証券投資信託及び投資一任に係る信託財産の運用のため）

（３）【重要提案行為等】

該当事項ありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 4,383,000株

新株予約権証券（株） A - H 

新株予約権付社債券（株） B - I 

対象有価証券カバードワラント C J 

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L 

対象有価証券償還社債 F M 

他社株等転換株券 G N 

合計（株・口） O P Q 4,383,000株
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信用取引により譲渡したことによ
り
控除する株券等の数

R 

共同保有者間で引渡請求権等の権
利が
存在するものとして控除する株券
等の数

S 

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 4,383,000株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年9月11日現在）

V 830,987,176株

上記提出者の株券等保有割合
（％）
（T/（U+V）×100）

0.53%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.52%

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

平成20年7月14日 普通株券 16,000株0.00% 市場外 取得 307円

平成20年7月16日 普通株券 1,000株0.00% 市場外 取得 309円

平成20年7月16日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 処分 306円

平成20年7月17日 普通株券 30,000株0.00% 市場外 取得 306円

平成20年7月18日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 取得 317円

平成20年7月22日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 取得 325円

平成20年7月25日 普通株券 4,000株0.00% 市場外 処分 347円

平成20年7月28日 普通株券 3,000株0.00% 市場外 処分 346円

平成20年7月30日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 取得 340円

平成20年7月31日 普通株券 4,000株0.00% 市場外 取得 336.75円

平成20年8月4日 普通株券 3,000株0.00% 市場外 取得 318円

平成20年8月5日 普通株券 15,000株0.00% 市場外 取得 303円

平成20年8月11日 普通株券 9,000株0.00% 市場外 取得 257円

平成20年8月12日 普通株券 6,000株0.00% 市場外 取得 257円

平成20年8月15日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 取得 246円

平成20年8月19日 普通株券 1,000株0.00% 市場外 取得 251円

平成20年8月21日 普通株券 31,000株0.00% 市場外 取得 242円

平成20年8月22日 普通株券 3,000株0.00% 市場外 処分 234円

平成20年8月27日 普通株券 16,000株0.00% 市場外 処分 217円

平成20年8月28日 普通株券 1,000株0.00% 市場外 取得 217円

平成20年8月29日 普通株券 1,000株0.00% 市場外 取得 210円

平成20年8月29日 普通株券 8,000株0.00% 市場外 処分 222円

平成20年9月3日 普通株券 48,000株0.01% 市場外 取得 219円

平成20年9月8日 普通株券 2,000株0.00% 市場外 取得 194円

平成20年9月8日 普通株券 13,000株0.00% 市場外 処分 194円

平成20年9月9日 普通株券 3,000株0.00% 市場外 取得 209円
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平成20年9月10日 普通株券 100,000株0.01% 市場外 取得 199円

平成20年9月11日 普通株券 1,000株0.00% 市場外 取得 202円

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項ありません。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） -

借入金額計（X）（千円） -

その他金額計（Y）（千円） 1,707,276千円

上記（Y）の内訳 顧客の資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 1,707,276千円

②【借入金の内訳】

　該当事項ありません。

③【借入先の名称等】

　該当事項ありません。

４【提出者（大量保有者）／４】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup
Global Markets Limited)

住所又は本店所在地 英国ロンドンカナリーワーフカナダスクェア　シティグループセンター

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和58年10月21日

代表者氏名 ウィリアム・ジェイ・ミルズ

代表者役職 会長兼チーフ・エグゼクティブ

事業内容 証券業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日興シティホールディングス株式会社　コンプライアンス部　大濱俊作

電話番号 03-5644-4341

（２）【保有目的】

証券業務に係る一時保有
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（３）【重要提案行為等】

該当事項ありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 13,431,000株

新株予約権証券（株） A - H 

新株予約権付社債券（株） B - I 

対象有価証券カバードワラント C J 

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L 

対象有価証券償還社債 F M 

他社株等転換株券 G N 

合計（株・口） O 13,431,000株 P Q 

信用取引により譲渡したことによ
り
控除する株券等の数

R 

共同保有者間で引渡請求権等の権
利が
存在するものとして控除する株券
等の数

S 540,000株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 12,891,000株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年9月11日現在）

V 830,987,176株

上記提出者の株券等保有割合
（％）
（T/（U+V）×100）

1.55%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

1.53%

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日
株券等の種
類

数量 割合
市場内外取引の

別
取得又は処分の

別
単価

平成20年7月14日 普通株券 257,000株0.03% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月14日 普通株券 267,000株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年7月15日 普通株券 290,000株0.03% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月16日 普通株券 102,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月16日 普通株券 213,000株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年7月18日 普通株券 100,000株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

EDINET提出書類

シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(E11854)

変更報告書（大量保有）

11/17



平成20年7月21日 普通株券 109,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月23日 普通株券 143,000株0.02% 市場外 取得 696.22円

平成20年7月23日 普通株券 143,000株0.02% 市場外 処分 696.22円

平成20年7月23日 普通株券 100,000株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年7月24日 普通株券 45,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月24日 普通株券 100,000株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年7月25日 普通株券 122,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月29日 普通株券 100,000株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年7月31日 普通株券 300,000株0.04% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月1日 普通株券 300,000株0.04% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月4日 普通株券 352,000株0.04% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月5日 普通株券 231,000株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月7日 普通株券 48,000株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月13日 普通株券 6,000株0.00% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月13日 普通株券 176,000株0.02% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月15日 普通株券
6,651,500
株

0.80% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月18日 普通株券
3,096,000
株

0.37% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月25日 普通株券 272,900株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月27日 普通株券 148,000株0.02% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月29日 普通株券 252,000株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年9月2日 普通株券 250,000株0.03% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月5日 普通株券
1,225,600
株

0.15% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年9月8日 普通株券
6,794,580
株

0.82% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月8日 普通株券
6,457,580
株

0.78% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年9月9日 普通株券 125,000株0.02% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月10日 普通株券 700,000株0.08% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月11日 普通株券
1,000,000
株

0.12% 市場外 処分
株券貸借取
引

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
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消費貸借契約により、下記の通り借り入れている。 
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（関連会社）　: 5,794,580株
日興シティグループ証券株式会社（関連会社）　　　　　　　　　: 4,765,921株
その他機関投資家４名合計　　　　: 2,891,499株

消費貸借契約により、下記の通り貸し付けている。 
バークレイズ・グローバル・インベスターズ : 11,554,000株
日興シティグループ証券株式会社（関連会社）　　　　: 540,000株
その他機関投資家３名合計　：202,000株

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） -

借入金額計（X）（千円） -

その他金額計（Y）（千円） -

上記（Y）の内訳 -

取得資金合計（千円）（W+X+Y） -

②【借入金の内訳】

　該当事項ありません。

③【借入先の名称等】

　該当事項ありません。

５【提出者（大量保有者）／５】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク (Citigroup Global
Markets Inc.)

住所又は本店所在地 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークグリニッチストリート388 

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和52年2月23日

代表者氏名 ジェイムズ・フォリズ

代表者役職 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

事業内容 証券業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 日興シティホールディングス株式会社　コンプライアンス部　大濱俊作

電話番号 03-5644-4341

（２）【保有目的】

証券業務に係る一時保有
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（３）【重要提案行為等】

該当事項ありません。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 5,794,580株

新株予約権証券（株） A - H 

新株予約権付社債券（株） B - I 

対象有価証券カバードワラント C J 

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L 

対象有価証券償還社債 F M 

他社株等転換株券 G N 

合計（株・口） O 5,794,580株 P Q 

信用取引により譲渡したことによ
り
控除する株券等の数

R 

共同保有者間で引渡請求権等の権
利が
存在するものとして控除する株券
等の数

S 5,794,580株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 0株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）

U 

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年9月11日現在）

V 830,987,176株

上記提出者の株券等保有割合
（％）
（T/（U+V）×100）

0.00%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

0.04%

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日
株券等の種
類

数量 割合
市場内外取引の

別
取得又は処分の

別
単価

平成20年7月14日 普通株券 10,000株0.00% 市場外 処分 308.80円

平成20年7月15日 普通株券 10,000株0.00% 市場内 取得

平成20年7月15日 普通株券 190,000株0.02% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月16日 普通株券 213,000株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年7月21日 普通株券 109,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月25日 普通株券 3,000株0.00% 市場内 取得
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平成20年7月25日 普通株券 122,000株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年7月25日 普通株券 3,000株0.00% 市場外 処分 346.67円

平成20年7月31日 普通株券 300,000株0.04% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月4日 普通株券 352,000株0.04% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月5日 普通株券 231,000株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月7日 普通株券 48,000株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月13日 普通株券 6,000株0.00% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月13日 普通株券 176,000株0.02% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月15日 普通株券
6,319,500
株

0.76% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年8月25日 普通株券 14,000株0.00% 市場内 処分

平成20年8月25日 普通株券 14,000株0.00% 市場外 取得 231円

平成20年8月25日 普通株券 272,900株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年8月29日 普通株券 252,000株0.03% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年9月2日 普通株券 55,496株0.01% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月2日 普通株券 55,496株0.01% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年9月3日 普通株券 3,000株0.00% 市場内 取得

平成20年9月3日 普通株券 337,000株0.04% 市場外 取得
株券貸借取
引

平成20年9月3日 普通株券 3,000株0.00% 市場外 処分 217.33円

平成20年9月5日 普通株券
1,225,600
株

0.15% 市場外 処分
株券貸借取
引

平成20年9月11日 普通株券
1,000,000
株

0.12% 市場外 処分
株券貸借取
引

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

消費貸借契約により、下記の通り借り入れている。 
その他機関投資家９名合計　　　　　　　　　　　　: 5,794,580株

消費貸借契約により、下記の通り貸し付けている。 
シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド（関連会社）　: 5,794,580株 

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円） -

借入金額計（X）（千円） -

その他金額計（Y）（千円） -

上記（Y）の内訳 -

取得資金合計（千円）（W+X+Y） -

②【借入金の内訳】

　該当事項ありません。
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③【借入先の名称等】

　該当事項ありません。

第３【共同保有者に関する事項】
　該当事項ありません。

１【共同保有者／１】

　該当事項ありません。

（１）【共同保有者の概要】

　該当事項ありません。

（２）【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

　該当事項ありません。

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

(１) シティバンク、エヌ・エイ　（Citibank, N.A.)

(２) 日興シティグループ証券株式会社

(３) 日興アセットマネジメント株式会社

(４) シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup Global Markets Limited)

(５) シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク (Citigroup Global Markets Inc.)

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

 
法第27条の23
第3項本文

法第27条の23
第3項第1号

法第27条の23
第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 47,583,580株 4,383,000株

新株予約権証券（株） A - H 

新株予約権付社債券（株） B - I 

対象有価証券カバードワラント C J 

株券預託証券

株券関連預託証券 D K 

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L 

対象有価証券償還社債 F M 

他社株等転換株券 G N 

合計（株・口） O 47,583,580株 P Q 4,383,000株

信用取引により譲渡したことによ
り
控除する株券等の数

R 

共同保有者間で引渡請求権等の権
利が
存在するものとして控除する株券
等の数

S 11,100,501株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 40,866,079株

保有潜在株式の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L
+M+N）

U 

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成20年9月11日現在)

V 830,987,176株
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上記提出者の株券等保有割合
（％）
（T/（U+V）×100）

4.92%

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

5.21%

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総

数）
（株・口）

株券等保有割合
（％）

シティバンク、エヌ・エイ　（Citibank, N.A.) 22,552,000株 2.71%

日興シティグループ証券株式会社 1,040,079株 0.13%

日興アセットマネジメント株式会社 4,383,000株 0.53%

シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup
Global Markets Limited)

12,891,000株 1.55%

シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク (Citigroup Global
Markets Inc.)

0株 0.00%

合計 40,866,079株 4.92%
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