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2014 年ストレステストの結果についてのステートメント 
 
ニューヨーク - 米連邦準備銀行（FRB）は、2014 年のストレステストの一環としてシティが提出した資

本計画について反対した旨を発表しました。シティが提案した資本計画には、2015 年第 1 四半期にか

けての 64 億ドルの普通株式の買戻しと、普通株式の四半期配当を 0.05 ドルに引き上げることが盛り

込まれていました。 
 
シティは、2015 年第 1 四半期にかけて現在の資本計画を継続することは認められます。これには、12
億ドルの普通株式の買戻しと、1 株当たり四半期配当 0.01 ドルの普通株式配当が含まれています。こ

れらは通例に従いシティの取締役会の承認を条件としています。 
 
シティの最高経営責任者(CEO)のマイケル・コルバットは次のように述べています。 
「言うまでもなく、当社が提案した追加的な資本計画についての FRB の決定には深く失望しています。

提案した追加的な資本計画は妥当な水準の資本還元策でありながら、シティが定量的な面では必要

な要件を十分に満たすことを可能としています。 
 
当社は引き続き FRB と緊密に連携しその懸念事項を理解した上で、FRB の期待に沿い、定性的な部

分でも要件にかなった資本計画を策定します。現時点では、資本計画の再提出の時期については決

定していません。 
 
当社は明らかにストレステストのプロセスにおいて最高の水準を満たすことを求められています。FRB
は当社の資本計画に足りない部分があったと判断したかもしれませんが、当社は過去数年にわたり資

本基盤の強化という点で大きく前進しており、シティは引き続き世界最高水準の資本を有する金融機

関の一つです。当社はお客様へのサービス提供に真摯に取り組み、また、株主が期待し、株主として

受けるにふさわしい資本還元を実施できるよう引き続き努めてまいります。」 
 

### 

 
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下さい。 

www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: 

www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 

追加の財務、統計及び業務関連の情報並びに業務及びセグメントのトレンドに関しては財務指標についての補足情報（フィ

ナンシャル・データ・サプルメント）に含まれています。本発表及び財務指標についての補足情報（フィナンシャル・デー

タ・サプルメント）はシティグループのウェブサイト（www.citigroup.com）にて入手することができます。 

本プレスリリースには、シティの現在の資本計画の継続及び FRBがシティの資本計画に対して抱いている懸念事項又は期待

についてシティが理解又は対処することができるかどうかに関する事項を含め、1995年米国民事証券訴訟改革法に定める

｢将来の見通しに関する記述｣が含まれています。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、本書に含まれる注意喚起のための記述、適切な市場の状況

及び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並びに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 2013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、これらに

限られません。）が含まれますが、これらに限られません。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） 
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For Immediate Release 
Citigroup Inc. (NYSE: C) 
March 26, 2014 

 
 

CITI STATEMENT ON 2014 CCAR RESULTS  
 
New York – The Federal Reserve Board (Fed) today announced that it objected to the capital 
plan submitted by Citi as part of the 2014 Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR).  
The capital actions requested by Citi included a $6.4 billion common stock repurchase program 
through the first quarter of 2015 and an increase of Citi’s quarterly common stock dividend to 
$0.05. 
 
Citi will be permitted to continue with its current capital actions through the first quarter of 2015.  
These include a $1.2 billion common stock repurchase program and a common stock dividend 
of $0.01 per share per quarter. These actions are subject to approval by Citi’s Board of 
Directors in the normal course.  
 
Michael Corbat, Citi’s Chief Executive Officer, said:  “Needless to say, we are deeply 
disappointed by the Fed’s decision regarding the additional capital actions we requested.  The 
additional capital actions represented a modest level of capital return and still allowed Citi to 
exceed the required threshold on a quantitative basis.   
 
“We will continue to work closely with the Fed to better understand their concerns so that we 
can bring our capital planning process in line with their expectations and meet their standards 
on a qualitative basis as well.  We have not yet made a decision as to when we will resubmit our 
plan.   
 
“We clearly are being challenged to meet the highest standards in the CCAR process. Despite 
whatever shortcomings the Fed saw in our capital planning process, we have made tremendous 
progress over the past several years in enhancing our capital position and Citi remains one of 
the best-capitalized financial institutions in the world.  We will continue to work incredibly hard to 
serve our clients and generate the returns our shareholders expect and deserve,” Mr. Corbat 
concluded.  
 

### 
 
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://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/citi 
 
Certain statements in this release, including those regarding the continuation of Citi’s current capital 
actions and Citi’s ability to understand or address the Fed’s concerns or expectations with respect to Citi’s 
capital planning process, are “forward-looking statements” within the meaning of the U.S. Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based on management’s current 
expectations and are subject to uncertainty and changes in circumstances.  Actual results and capital and 
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other financial condition may differ materially from those included in these statements due to a variety of 
factors, including but not limited to the precautionary statements included in this document, 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 without limitation the “Risk Factors” section of Citi’s 2013 Annual Report on Form 
10-K. 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. 
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Media:    Mark Costiglio  (212) 559-4114 
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