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シティグループ、普通株式に対する配当を宣言 
 

取締役会が 12 億ドルの普通株式買戻し計画を承認 
 
 

ニューヨーク － シティグループ・インクの取締役会は、本日、シティグループの普通株式に対する
四半期配当 1 株当たり 1 セントを、2013 年 5 月 6 日現在の株主名簿上の株主に対して支払う手続きを
2013 年 5 月 24 日に開始することを宣言いたしました。 
 
取締役会はまた、2014 年第 1 四半期において 12 億ドルの普通株式の買戻しを実施する計画を承認い
たしました。これまでに発表されているとおり、この買戻し計画は 2013 年ストレステストにおいて
シティが取り入れた資本措置計画の一環であり、シティの年次インセンティブ報酬付与により見込ま
れる希薄化を相殺することを意図しています。 
 
普通株式買戻し計画に基づきシティが実施する買戻しは、適切な市場の状況、適用される法的要件及
びその他の要因に応じて、公開市場での購入、米国証券取引委員会の規則に準拠して策定された取引
計画又はその他の手段を通じて随時実施される可能性があります。この普通株式買戻し計画は、シテ
ィに特定金額の普通株式を買い戻すことを義務づけるものではなく、シティの裁量でいつでも中止す
ることができます。 
 
 

# # # 
 
 
シティは、世界 160 以上の国と地域に約 2 億の顧客口座を有する世界有数のグローバルな銀行です。
個人、法人、政府及び団体を対象として、個人向け銀行業務やカードビジネス、法人・投資銀行業務、
証券業務、トランザクション・サービス、資産管理の分野において、幅広い金融商品やサービスを提
供しています。 
 
詳しくはこちらをご覧ください。 
www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | 
Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 
 
本プレスリリースには、米国証券取引委員会の規則及び規制に定める｢将来の見通しに関する記述｣が
含まれています（シティの 12 億ドルの普通株式買戻し計画に関するものを含みます。）。こうした
記述は、経営陣の現在の予測に基づくものであり、不確実要素や状況の変化により影響を受けます。
様々な要因により、実際の業績並びに資本及びその他の財務状況は、こうした記述に含まれる情報と
大きく異なる可能性があります。様々な要因には、適切な市場の状況、シティの普通株式買戻し計画
に含まれる可能性のあるその他の条件及びシティが米国証券取引委員会に提出する文書中に含まれる
要因（シティの 2012 年のフォーム 10-K による年次報告におけるリスク・ファクターを含みます。）
が含まれますが、これらに限られません。かかる提出文書に含まれる注意喚起のための記述は、本リ
リースと合わせて読まれるべきものです。シティによって又はシティを代表してなされた将来の見通
しに関する記述は、こうした記述がなされた時点のみを基準としており、シティは、当該時点以降に
生じた状況又は事象の影響を反映するためにこうした記述を更新することを約束するものではありま
せん。 
 
本発表に関する日本国内の連絡先： 
シティグループ・インク代理人 
長島・大野・常松法律事務所 
弁護士  杉 本  文 秀 
電話：03-3511-6133（直通） 



 
 
 
  
Citigroup Inc. (NYSE: C) 
April 25, 2013 

 
Citigroup Declares Common Stock Dividend;  

Board of Directors Approves $1.2 Billion Common Stock Repurchase Program 
 
NEW YORK – The Board of Directors of Citigroup Inc. today declared a quarterly 
dividend on Citigroup’s common stock of $0.01 per share, payable on May 24, 2013 to 
stockholders of record on May 6, 2013. 
 
The Board of Directors also approved a $1.2 billion common stock repurchase program 
through the first quarter of 2014. As previously announced, the repurchase program was 
part of the planned capital actions included by Citi in its 2013 Comprehensive Capital 
Analysis and Review (CCAR) and is intended to offset estimated dilution created by 
Citi’s annual incentive compensation grants.   
 
Repurchases by Citi under the common stock repurchase program may be effected from 
time to time through open market purchases, trading plans established in accordance 
with U.S. Securities and Exchange Commission rules or other means, depending on 
satisfactory market conditions, applicable legal requirements and other factors.  The 
common stock repurchase program does not obligate Citi to repurchase any particular 
amount of common stock, and it may be suspended at any time at Citi’s discretion.   

 
### 

 
Citi 
Citi, the leading global bank, has approximately 200 million customer accounts and does 
business in more than 160 countries and jurisdictions. Citi provides consumers, corporations, 
governments and institutions with a broad range of financial products and services, including 
consumer banking and credit, corporate and investment banking, securities brokerage, 
transaction services, and wealth management. 
  
Additional information may be found at www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: 
www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi  
 

Certain statements in this press release, including those regarding Citi’s $1.2 billion common stock 
repurchase program, are "forward-looking statements" within the meaning of the rules and 
regulations of the U.S. Securities and Exchange Commission.  These statements are based on 
management's current expectations and are subject to uncertainty and changes in 
circumstances. Actual results and capital and other financial condition may differ materially from 
those included in these statements due to a variety of factors, including but not limited to 
satisfactory market conditions and any other conditions that may be included in any Citi common 
stock repurchase program, as well as those factors contained in Citi's filings with the U.S. 
Securities and Exchange Commission, including the "Risk Factors" section of Citi's 2012 Annual 
Report on Form 10-K.  Precautionary statements included in such filings should be read in 
conjunction with this release.  Any forward-looking statements made by or on behalf of Citi speak 
only as to the date they are made, and Citi does not undertake to update forward-looking 
statements to reflect the impact of circumstances or events that arise after the date the forward-
looking statements were made. 

http://www.citigroup.com/
http://www.twitter.com/citi
http://www.youtube.com/citi
http://blog.citigroup.com/
http://www.facebook.com/citi
http://www.linkedin.com/company/citi


 
 
Contacts 
 
Media Contacts:  Mark Costiglio  (212) 559-4114 

Shannon Bell  (212) 793-6206 
 

Investors:   Susan Kendall  (212) 559-2718 
 
Fixed Income Investors:  Peter Kapp   (212) 559-5091 
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