
【表紙】  

  

【提出書類】 変更報告書  №１

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】
シティバンク銀行株式会社

代表取締役　ダレン・バックリー

【住所又は本店所在地】
東京都品川区東品川二丁目３－１４

シティグループセンター

【報告義務発生日】 平成21年４月24日　注記参照

【提出日】 平成21年５月８日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】 ４名

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】

株券等保有割合が５％以下となったこと。

なお、正確な提出事由及びその有無については、過去の

取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をす

る予定である

 
注記：過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である。
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 第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 日立造船株式会社

証券コード 7004

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京・大阪

 

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

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 アンドリュー・ホルネス

代表者役職 ディレクター

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
シティバンク銀行株式会社　コンプライアンス部門
業務管理本部　　長瀬　幸恵

電話番号 03-5462-5998

 

（２）【保有目的】

純投資

 

（３）【重要提案行為等】

該当事項ありません。
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（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） 5,920,707株   

新株予約権証券（株） A － H

新株予約権付社債券（株） B 15,453,827株 － 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 21,374,534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 157,000株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 21,217,534株

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

U 15,453,827株

 
②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成21年４月24日現在）

V 796,073,282株

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

2.61％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.96％　注記参照

注記：過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である。

 

（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21年2月24日 普通株券 233,000株 0.03%市場内 取得

平成21年2月24日 普通株券 283,500株 0.03%市場内 処分
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平成21年2月26日 普通株券 172,000株 0.02%市場内 処分

平成21年3月3日 普通株券 130,000株 0.02%市場内 処分

平成21年3月3日
新株予約権

付社債券

額面20,000,000円

（転換後株数97,087

株）

0.01％ 市場外 取得 16,437,000円

平成21年3月4日 普通株券 274,000株 0.03%市場内 取得

平成21年3月4日 普通株券 213,000株 0.03%市場内 処分

平成21年3月5日 普通株券 85,500株 0.01%市場内 取得

平成21年3月6日 普通株券 102,500株 0.01%市場内 処分

平成21年3月9日 普通株券 32,000株 0.00%市場内 処分

平成21年3月11日 普通株券 301,500株 0.04%市場内 取得

平成21年3月11日 普通株券 92,500株 0.01%市場内 処分

平成21年3月12日 普通株券 183,500株 0.02%市場内 取得

平成21年3月12日 普通株券 1,500株 0.00%市場内 処分

平成21年3月12日 普通株券 18,000株 0.00％ 市場外 処分 株券等貸借取引

平成21年3月12日
新株予約権

付社債券

額面300,000,000円

（転換後株数1,395,348

株）

0.17％ 市場外 取得 171,990,000円

平成21年3月12日
新株予約権

付社債券

額面200,000,000円

（転換後株数930,232

株）

0.11％ 市場外 処分 117,000,000円

平成21年3月13日 普通株券 42,000株 0.01%市場内 処分

平成21年3月13日
新株予約権

付社債券

額面100,000,000円

（転換後株数465,116

株）

0.06％ 市場外 取得 58,000,000円

平成21年3月13日
新株予約権

付社債券

額面100,000,000円

（転換後株数465,116

株）

0.06％ 市場外 処分 59,250,000円

平成21年3月16日 普通株券 81,000株 0.01%市場内 処分

平成21年3月17日 普通株券 173,500株 0.02%市場内 取得

平成21年3月17日 普通株券 29,000株 0.00%市場内 処分

平成21年3月19日 普通株券 38,000株 0.00%市場内 処分

平成21年3月19日 普通株券 1,081,000株 0.13％ 市場外 処分 株券等貸借取引

平成21年3月23日 普通株券 201,000株 0.02%市場内 処分
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平成21年3月24日
新株予約権

付社債券

額面10,000,000円

（転換後株数46,511

株）

0.01％ 市場外 処分 6,300,000円

平成21年3月25日 普通株券 180,000株 0.02%市場内 取得

平成21年3月27日 普通株券 52,000株 0.01%市場内 処分

平成21年3月31日 普通株券 3,000株 0.00%市場内 処分

平成21年4月1日 普通株券 75,500株 0.01%市場内 取得

平成21年4月1日 普通株券 2,500株 0.00%市場内 処分

平成21年4月1日 普通株券 424,010株 0.05％ 市場外 処分 株券等貸借取引

平成21年4月2日 普通株券 2,500株 0.00%市場内 処分

平成21年4月3日 普通株券 1,000株 0.00%市場内 処分

平成21年4月6日
新株予約権

付社債券

額面10,000,000円

（転換後株数46,511

株）

0.01％ 市場外 処分 65,000,000円

平成21年4月7日 普通株券 490株 0.00％ 市場外 処分 株券等貸借取引

平成21年4月10日
新株予約権

付社債券

額面20,000,000円

（転換後株数93,023

株）

0.01％ 市場外 処分 13,850,000円

平成21年4月13日
新株予約権

付社債券

額面70,000,000円

（転換後株数325,581

株）

0.04％ 市場外 処分 48,900,000円

平成21年4月14日
新株予約権

付社債券

額面20,000,000円

（転換後株数93,023

株）

0.01％ 市場外 処分 14,600,000円

平成21年4月15日
新株予約権

付社債券

額面10,000,000円

（転換後株数48,543

株）

0.01％ 市場外 取得 8,800,000円

平成21年4月16日 普通株券 1,585,500株 0.20％ 市場外 処分 株券等貸借取引

平成21年4月24日 普通株券 8,500株 0.00%市場内 処分

平成21年4月24日 普通株券 1,789,440株 0.22％ 市場外 処分 株券等貸借取引

 

（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、下記のとおり貸し付けている。
日興シティグループ証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　157,000株
UBS                                                           3,750,000株
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント　　　　　　　　   94,500株
バンク・オブ・ニューヨーク                                        8,707株
バークレイズ・キャピタル　　　    　　　　　　　                 35,000株
 
また、消費貸借契約により、下記のとおり新株予約権付社債を貸し付けている。
「2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」
バンク・オブ・ニューヨーク　　　　　　　     額面200,000,000円（転換後の株数は970,873株）
RBC                                      額面1,120,000,000円（転換後の株数は5,436,893株）
 
「2012年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」
バンク・オブ・ニューヨーク　　　　　　　　 額面430,000,000円（転換後の株数は2,000,000株）
RBC                                        額面920,000,000円（転換後の株数は4,279,069株）
 
 
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・インク                2,052,208株
日興シティグループ証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　909,000株
チェースマンハッタン                                            400,000株
JPモルガン・アセット・マネジメント                            7,232,999株
 
また、消費貸借契約により、「2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」を下記のとおり借り入れてい
る。
ディープ・ヘブン・キャピタル・マネジメント・インターナショナル

  額面980,000,000円（転換後の株数は4,757,281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） 　1,752,403

 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） 　1,752,403

 

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。

 

 

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

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.
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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市

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3日

代表者氏名 スティーブン・リンチ

代表者役職 マネージング・ディレクター

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
シティバンク銀行株式会社　コンプライアンス部門

業務管理本部　長瀬　幸恵

電話番号 03-5462-5998

 

（２）【保有目的】

純投資

 

（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） 2,052,208株   

新株予約権証券（株） A － H
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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 2,052,208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 2,052,208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21年４月24日現在）

V 796,073,282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（％）
注記参照

注記：過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である。

 

（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21年2月24日 普通株券 516,500株 0.06% 市場内 取得

平成21年2月24日 普通株券 516,500株 0.06%
市場内

処分

平成21年2月26日 普通株券 172,000株 0.02%
市場内

取得

平成21年2月26日 普通株券 172,000株 0.02%
市場内

処分

平成21年3月4日 普通株券 487,000株 0.06%
市場内

取得
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平成21年3月4日 普通株券 487,000株 0.06%
市場内

処分

平成21年3月5日 普通株券 98,500株 0.01%
市場内

取得

平成21年3月5日 普通株券 85,500株 0.01%
市場内

処分

平成21年3月6日 普通株券 102,500株 0.01%
市場内

取得

平成21年3月6日 普通株券 115,500株 0.01%
市場内

処分

平成21年3月9日 普通株券 32,000株 0.00%
市場内

取得

平成21年3月9日 普通株券 32,000株 0.00%
市場内

処分

平成21年3月11日 普通株券 394,000株 0.05%
市場内

取得

平成21年3月11日 普通株券 394,000株 0.05%
市場内

処分

平成21年3月12日 普通株券 185,000株 0.02%
市場内

取得

平成21年3月12日 普通株券 185,000株 0.02%
市場内

処分

平成21年3月13日 普通株券 42,000株 0.01%
市場内

取得

平成21年3月13日 普通株券 42,000株 0.01%
市場内

処分

平成21年3月16日 普通株券 81,000株 0.01%
市場内

取得

平成21年3月16日 普通株券 81,000株 0.01%
市場内

処分

平成21年3月17日 普通株券 202,500株 0.03%
市場内

取得

平成21年3月17日 普通株券 202,500株 0.03%
市場内

処分

平成21年3月19日 普通株券 53,000株 0.01%
市場内

取得

平成21年3月19日 普通株券 38,000株 0.00%
市場内

処分

平成21年3月19日 普通株券 230,000株 0.03% 市場外 処分 株券等貸借取引

平成21年3月23日 普通株券 201,000株 0.03%
市場内

取得

平成21年3月23日 普通株券 216,000株 0.03%
市場内

処分

平成21年3月25日 普通株券 180,000株 0.02%
市場内

取得

平成21年3月25日 普通株券 180,000株 0.02%
市場内

処分

平成21年3月27日 普通株券 52,000株 0.01%
市場内

取得

平成21年3月27日 普通株券 52,000株 0.01%
市場内

処分

平成21年3月31日 普通株券 3,000株 0.00%
市場内

取得

平成21年3月31日 普通株券 3,000株 0.00%
市場内

処分

平成21年4月1日 普通株券 78,000株 0.01%
市場内

取得

平成21年4月1日 普通株券 78,000株 0.01%
市場内

処分

平成21年4月2日 普通株券 2,500株 0.00%
市場内

取得

EDINET提出書類

シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド(E11634)

変更報告書（大量保有）

 9/20



平成21年4月2日 普通株券 2,500株 0.00%
市場内

処分

平成21年4月3日 普通株券 1,000株 0.00%
市場内

取得

平成21年4月3日 普通株券 1,000株 0.00%
市場内

処分

平成21年4月7日 普通株券 19,500株 0.00%
市場内

取得

平成21年4月8日 普通株券 19,500株 0.00%
市場内

処分

平成21年4月16日 普通株券 350,000株 0.04％ 市場外 処分 株券等貸借取引

平成21年4月20日 普通株券 30,000株 0.00%
市場内

取得

平成21年4月21日 普通株券 30,000株 0.00%
市場内

処分

平成21年4月23日 普通株券 32,500株 0.00%
市場内

取得

平成21年4月23日 普通株券 32,500株 0.00%
市場内

処分

平成21年4月24日 普通株券 8,500株 0.00%
市場内

取得

平成21年4月24日 普通株券 8,500株 0.00%
市場内

処分

平成21年4月24日 普通株券 426,440株 0.05％ 市場外 処分 株券等貸借取引

 

（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　　　　　　　　　    　  2,052,208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。
野村證券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　173,000株
カリフォルニア州公務員退職年金基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　431,640株　

ビ－・エヌ・ピ－・パリバ        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  979,568株

ノーザン・トラスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000株

シティバンク、エヌ・エイ　カストディ口座　　　　　　　　　　　　　　　　　　  268,000株

 

なお、シティバンク、エヌ・エイのカストディ口座からの借入れについては、保有者がシティバン　　　　　ク、エヌ・エ

イに対して保有者が指定する範囲内で株券を消費貸借により貸し付ける権限を付与する契約（保有者には、シティ

バンク、エヌ・エイによる株券の貸付を拒否又は取り消しする権利が留保されています。）が締結されております。

 

（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） 　--
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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。

 

 

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　飯塚孝

電話番号 03－6447－6471

 
（２）【保有目的】

純投資（証券投資信託及び投資一任契約に係る信託財産の運用のため）

 
（３）【重要提案行為等】

該当事項はありません。

 
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
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 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）   16,705,500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 16,705,500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

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 16,705,500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21年４月24日現在）

V 796,073,282株

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

2.10％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

2.47％　注記参照

 注記：過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である。
 
（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21年2月24日 普通株券 4,500株 0.00%市場外取引 取得 79円

平成21年2月25日 普通株券 15,500株 0.00%市場外取引 取得 77円

平成21年2月26日 普通株券 88,000株 0.01%市場外取引 処分 79円

平成21年2月26日 普通株券 3,000株 0.00%市場外取引 取得 81円

平成21年2月27日 普通株券 13,000株 0.00%市場外取引 取得 79円

平成21年3月2日 普通株券 500株 0.00%市場外取引 取得 80円
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平成21年3月2日 普通株券 28,000株 0.00%市場外取引 処分 80円

平成21年3月3日 普通株券 5,000株 0.00%市場外取引 取得 75円

平成21年3月4日 普通株券 5,000株 0.00%市場外取引 取得 76円

平成21年3月4日 普通株券 31,500株 0.00%市場外取引 処分 76円

平成21年3月5日 普通株券 500株 0.00%市場外取引 処分 79円

平成21年3月5日 普通株券 3,000株 0.00%市場外取引 取得 77円

平成21年3月6日 普通株券 4,000株 0.00%市場外取引 取得 79円

平成21年3月9日 普通株券 500株 0.00%市場外取引 処分 75円

平成21年3月9日 普通株券 6,000株 0.00%市場外取引 取得 77円

平成21年3月10日 普通株券 500株 0.00%市場外取引 処分 77円

平成21年3月10日 普通株券 6,500株 0.00%市場外取引 取得 75円

平成21年3月11日 普通株券 24,000株 0.00%市場外取引 取得 77円

平成21年3月12日 普通株券 6,000株 0.00%市場外取引 取得 79円

平成21年3月12日 普通株券 1,197,000株 0.15%市場外取引 処分 79円

平成21年3月13日 普通株券 4,500株 0.00%市場外取引 取得 79円

平成21年3月16日 普通株券 52,000株 0.01%市場外取引 取得 81円

平成21年3月17日 普通株券 1,000株 0.00%市場外取引 処分 80円

平成21年3月18日 普通株券 2,000株 0.00%市場外取引 処分 80円

平成21年3月18日 普通株券 3,000株 0.00%市場外取引 取得 80円

平成21年3月19日 普通株券 185,500株 0.02%市場内取引 処分  

平成21年3月19日 普通株券 5,500株 0.00%市場外取引 取得 80円

平成21年3月23日 普通株券 95,500株 0.01%市場外取引 処分 81円

平成21年3月23日 普通株券 112,500株 0.01%市場内取引 処分  

平成21年3月23日 普通株券 189,000株 0.02%市場外取引 取得 80円

平成21年3月24日 普通株券 14,000株 0.00%市場外取引 処分 85円

平成21年3月25日 普通株券 31,500株 0.00%市場外取引 処分 85円

平成21年3月25日 普通株券 35,000株 0.00%市場外取引 取得 85円

平成21年3月26日 普通株券 24,000株 0.00%市場外取引 処分 87円

平成21年3月26日 普通株券 6,000株 0.00%市場外取引 取得 85円

平成21年3月27日 普通株券 3,000株 0.00%市場外取引 処分 84円

平成21年3月30日 普通株券 5,500株 0.00%市場外取引 処分 80円

平成21年3月30日 普通株券 500株 0.00%市場外取引 取得 84円

平成21年3月31日 普通株券 3,000株 0.00%市場外取引 処分 79円

平成21年4月1日 普通株券 4,500株 0.00%市場外取引 取得 79円

平成21年4月2日 普通株券 5,500株 0.00%市場外取引 処分 86円

平成21年4月2日 普通株券 5,000株 0.00%市場外取引 取得 80円

平成21年4月3日 普通株券 6,000株 0.00%市場外取引 処分 85円

平成21年4月3日 普通株券 500株 0.00%市場外取引 取得 85円

平成21年4月6日 普通株券 5,000株 0.00%市場外取引 処分 88円

平成21年4月6日 普通株券 500株 0.00%市場内取引 処分  

平成21年4月7日 普通株券 22,000株 0.00%市場外取引 処分 89円

平成21年4月8日 普通株券 169,000株 0.02%市場外取引 処分 89円
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平成21年4月9日 普通株券 989,000株 0.12%市場外取引 処分 86円

平成21年4月10日 普通株券 2,000株 0.00%市場外取引 処分 99円

平成21年4月10日 普通株券 500株 0.00%市場外取引 取得 94円

平成21年4月13日 普通株券 2,000株 0.00%市場外取引 処分 100円

平成21年4月15日 普通株券 88,500株 0.01%市場外取引 処分 98円

平成21年4月15日 普通株券 2,000株 0.00%市場外取引 取得 98円

平成21年4月16日 普通株券 1,000株 0.00%市場外取引 取得 98円

平成21年4月17日 普通株券 2,000株 0.00%市場外取引 取得 98円

平成21年4月17日 普通株券 60,000株 0.01%市場外取引 処分 98円

平成21年4月21日 普通株券 71,000株 0.01%市場外取引 処分 105円

平成21年4月22日 普通株券 1,000株 0.00%市場外取引 取得 102円

平成21年4月23日 普通株券 42,500株 0.01%市場外取引 取得 103円

 
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項はありません。

 
（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） 2,439,520

上記（Y）の内訳 顧客の資金

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 2,439,520

 
 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 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
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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）  1,693,000株     

新株予約権証券（株） A   - H  
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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 1,693,000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 909,000株

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 784,000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21年4月24日現在）
V 796,073,282株

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
0.10％

直前の報告書に記載された株券等保

有割合（％）
0.46％　注記参照

 注記：過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である。

 

（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
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平成21年2月25日 普通株券 20,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年2月25日 普通株券 2,000株 0.00%市場外 処分 80.00円

平成21年2月27日 普通株券 31,000株 0.00%市場外 取得 80.00円

平成21年3月2日 普通株券 28,000株 0.00%市場内 取得  

平成21年3月3日 普通株券 20,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月4日 普通株券 1,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月4日 普通株券 1,000株 0.00%市場外 取得 77.00円

平成21年3月5日 普通株券 4,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月5日 普通株券 4,000株 0.00%市場外 取得 79.00円

平成21年3月6日 普通株券 47,000株 0.01%市場内 処分  

平成21年3月11日 普通株券 4,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月11日 普通株券 4,000株 0.00%市場外 取得 79.00円

平成21年3月12日 普通株券 400,000株 0.05%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月13日 普通株券 69,000株 0.01%市場内 取得  

平成21年3月13日 普通株券 32,500株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月13日 普通株券 4,000株 0.00%市場外 取得 81.00円

平成21年3月17日 普通株券 13,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月17日 普通株券 13,000株 0.00%市場外 取得 80.00円

平成21年3月17日 普通株券 961,000株 0.12%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年3月18日 普通株券 1,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月18日 普通株券 1,000株 0.00%市場外 取得 80.00円

平成21年3月19日 普通株券 40,000株 0.01%市場外 処分 80.00円

平成21年3月23日 普通株券 7,000株 0.00%市場内 取得  

平成21年3月23日 普通株券 500株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月23日 普通株券 500株 0.00%市場外 取得 82.00円

平成21年3月24日 普通株券 23,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月24日 普通株券 3,000株 0.00%市場外 取得 85.00円

平成21年3月26日 普通株券 2,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月26日 普通株券 22,000株 0.00%市場外 取得 87.00円

平成21年3月27日 普通株券 3,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月27日 普通株券 3,000株 0.00%市場外 取得 84.00円

平成21年3月31日 普通株券 1,500株 0.00%市場内 処分  

平成21年3月31日 普通株券 1,500株 0.00%市場外 取得 79.00円

平成21年4月6日 普通株券 24,000株 0.00%市場内 取得  

平成21年4月7日 普通株券 2,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年4月7日 普通株券 2,000株 0.00%市場外 取得 89.00円

平成21年4月9日 普通株券 5,000株 0.00%市場内 処分  

平成21年4月10日 普通株券 38,000株 0.00%市場内 処分  
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平成21年4月14日 普通株券 25,000株 0.00%市場外 取得 98.00円

平成21年4月14日 普通株券 957,500株 0.12%市場外 処分 株券貸借取引

平成21年4月17日 普通株券 115,000株 0.01%市場内 処分  

平成21年4月22日 普通株券 449,000株 0.06%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】

株券消費貸借契約により、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドに909,000株を貸し付けている。

株券消費貸借契約により、マネックス証券株式会社から598,500株、野村證券株式会社から600,000株、シティグルー

プ・グローバル・マーケッツ・リミテッドから157,000株を借り入れている。　　

 

（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） 45,565千円

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） 45,565千円

 

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。

 

 

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）シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド (Citigroup Global Markets
Limited)
（２）シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク     (Citigroup Global Markets Inc.)
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（３）日興アセットマネジメント株式会社
（４）日興シティグループ証券株式会社
 

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） 9,665,915株     16,705,500株

新株予約権証券（株） A － H

新株予約権付社債券（株） B 15,453,827株 － 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 25,119,742株 P Q 16,705,500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 3,118,208株

保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）

T 38,707,034株

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

U 15,453,827株

 

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（平成21年4月24日現在）

V 796,073,282株

上記提出者の
株券等保有割合（％）
（T/(U+V)×100）

4.77％

直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）

5.85％　注記参照

注記：過去の取引について現在調査中であり、判明し次第訂正をする予定である。
 

（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（％）
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シティグループ・グローバル・　

マーケッツ・リミテッド
21,217,534株 2.61％

シティグループ・グローバル・

マーケッツ・インク
0株 0.00％

日興アセットマネジメント株式会

社
16,705,500株 2.06％

日興シティグループ証券株式会社 784,000株 0.10％

合計 38,707,034株 4.77％
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