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ジョセフ・ペレラ氏が新規設立した金融サービス会社との 

業務提携契約締結並びに出資に関するお知らせ 
 
 
 

当社は、ジョセフ・ペレラ氏（元モルガン・スタンレー副会長）が投資銀行業務に精

通したシニア・プロフェッショナルを率いて新規に設立する金融サービス会社（本拠ニ

ューヨーク）と M&A アドバイザリー業務をはじめとした投資銀行サービスの提供に関す

る業務提携契約を締結致しましたのでお知らせ致します。今回の出資に伴い、当社は新

金融サービス会社に対して総額１００百万ドル（約１１５億円）を出資する予定です。 

 

 

なお、当社会長並びにジョセフ・ペレラ氏のコメント等につきましては、別添をご参

照ください。 

 

 

以  上 
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Mitsubishi UFJ Securities and the New Financial Services Firm Led by Mr. Joseph 

Perella Announce Strategic Alliance Agreement 
 

Mr. Perella’s Firm to Receive $100 million Capital Investment from Mitsubishi UFJ 
Securities 

 
 
Tokyo and New York, May 22, 2006 -- Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. (or “MUS”), 
the core securities firm of the Mitsubishi UFJ Financial Group, and the new financial 
services firm led by Mr. Joseph Perella and his partners are pleased to announce the 
signing of a strategic alliance agreement .  In addition to the strategic alliance agreement, 
MUS will make a $100 million investment in the new financial services firm and its 
investment business. 
 
The agreement allows MUS, one of Japan’s leading financial institutions, and the new 
firm, which will offer corporate advisory and investment management services, to 
collaborate in delivering a broad range of financial products and services to clients 
globally.   
 
Yasumasa Gomi, Chairman of MUS said, “It is a great privilege and an exciting 
opportunity for MUS to join forces with Mr. Perella and his team of premier investment 
bankers through this alliance.  Today, the needs of major corporations and investors in 
Japan continue to globalize and sophisticate.  The unparalled experience and relationships 
of Mr. Perella and his colleagues will be a tremendous asset for MUS as we endeavor to 
provide our clients investment banking and investment management services of the 
highest global standards and quality.  We truly look forward to this collaboration.” 
 
Joseph Perella said, “As we approach the formal launch of our new venture, we are 
delighted to partner with Mitsubishi UFJ, the largest financial group in Japan, and 
welcome it as an investor in our firm.  Its market leading positions in Japan and steady 
global expansion make it an ideal partner for our firm.  Our respective firms’ businesses 



are strategically and geographically complementary and we look forward to working with 
our new partner to provide superior products to the clients of both firms.” 
 
Specifically, the agreement will enable the parties to collaborate in providing cross-
border M&A advisory services between Japanese and US/European markets.  The 
agreement also provides for cooperation on the development of investment products and 
their distribution through MUS’ extensive network.  Mr. Perella’s firm and MUS expect 
the alliance will significantly benefit the long-term interests of  their respective clients. 
 
 
 
Inquiries regarding Mitsubishi UFJ Securities may be directed to Mr. Hiroshi Kutose or 
Mr. Susumu Tarora of the Public and Investor Relations Office at +81-3-6213-6584 
 
Inquiries regarding Mr. Perella’s new firm may be directed to Tim Metz of Hullin Metz 
& Company at (212) 752-1044 or Rory Godson of Powerscourt Media at 44 7909 926 
020. 
 



（ご参考：和訳） 
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ジョセフ・ペレラ並びにパートナー 

 

 
 

三菱ＵＦＪ証券とジョセフ・ペレラ氏が新規設立した金融サービス会社との 

業務提携契約締結並びに出資に関するお知らせ 

（三菱ＵＦＪ証券による１００百万ドル出資） 
 
この度、三菱ＵＦＪ証券（三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核証券会社）とジョ

セフ・ペレラ氏が率いて新規に設立する金融サービス会社は、業務提携契約を締結致しま

した。今回の業務提携に伴い、三菱ＵＦＪ証券は新金融サービス会社並びにその投資ビ

ジネスに対して総額 100 百万ドル（約 115 億円）を出資する予定です。 
 
本提携を通じて、日本のトップ金融グループの三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの

中核証券会社である三菱ＵＦＪ証券と、トップクラスのコーポレート・アドバイザリー

業務並びに投資マネジメント業務を提供する新会社がグローバルベースで協力して顧

客に対して幅広い金融商品・サービスを提供して参ります。 

 

三菱ＵＦＪ証券 五味会長コメント： 

この提携を通じて、ペレラ氏並びに同氏率いるトップクラスの投資銀行業務専門家チー

ムとの協働が実現することは、極めて貴重かつ有益な機会と考えております。今日にお

いて、日本の主要企業並びに投資家のニーズは日々グローバル化、高度化を遂げていま

す。弊社がお客様に対し、投資銀行業務ならびに投資マネジメントサービスの分野で最

高のグローバル水準と品質を提供するべく努力する中で、ペレラ氏及び同氏率いる面々

の比類のない経験とネットワークは、弊社にとって大変な強みになると思います。本提

携に大いに期待しております。 

 

ジョセフ・ペレラ氏コメント： 

新会社の正式発表を前に、日本最大の金融グループである三菱ＵＦＪとパートナーシッ

プを組み、また、同社から出資を受け入れることを大変嬉しく思っております。同社の



業界における位置付け、これまでの一貫したグローバル展開からみても、新会社にとっ

て理想的なパートナーと考えております。本提携により、両社にとって、戦略的にも地

域的にも相互補完が可能と考えており、新しいパートナーと共に両社の顧客に対し優れ

た商品・サービスを提供することを期待しています。 

 

本提携によって、特に日本と欧米の間のクロスボーダーＭ＆Ａにおいて、両社の協働に

より、アドバイザリー・サービスの提供が可能となります。また、投資商品の開発や三

菱ＵＦＪ証券の広範なネットワークを活用した商品販売においても協働して参ります。 

双方の顧客に対して、長期的なニーズに応え、多大なるメリットをもたらすことを期待

しております。 

 

以上 
 

 

 

 

 
 
 
 


