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平成 18 年 8 月 29 日 
 

株式会社三菱 U F J フィナンシャル･グループ 
三 菱 U F J 証 券 株 式 会 社 

 
 

三菱 UFJフィナンシャル・グループによる 
三菱 UFJ証券の完全子会社化に関する基本合意について 

 
 
 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル･グループ（取締役社長 畔柳

くろやなぎ

 信雄
の ぶ お

、以下 MUFG）と三菱 UFJ
証券株式会社（取締役会長 五味

ご み

 康昌
やすまさ

）は、本日、各々の取締役会において、株主および関係   

当局の承認を前提として、三菱 UFJ 証券を MUFG の完全子会社とすることについて方針決定し、

具体的検討に向け下記のとおり基本合意しました。 
 

記 
 
1．完全子会社化の目的 

MUFG グループは、これまで、リテール・法人・受託財産（資産運用・管理）を「主要 3 事

業」と位置付け、これら 3 事業について、持株会社である MUFG に連結事業本部を設置し、

既存の業態の枠を超え、グループ各社が一体となって付加価値の高い金融商品・サービスを

タイムリーにご提供する連結経営を展開してきました。 

こうしたなか、間接金融から直接金融への流れが加速し、また規制緩和に伴う業態間の垣根

が一段と低下するなど大きく変動する金融情勢に、よりスピーディーに、効果的に対応する

ため、この連結経営体制を高度化し、法令等を遵守しつつ、総合金融グループとしてさらに

一体的・融合的な経営を実践するべく、三菱 UFJ 証券が MUFG の完全子会社となることに  

両社は合意したものです。 

＜これまでの主な連携施策＞ 
～ MUFG プラザの展開 

・ 三菱 UFJ 証券が三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行と 37 店舗を共同展開 
～ 三菱 UFJ 証券と三菱東京 UFJ 銀行・三菱 UFJ 信託銀行との証券仲介業務の展開 

・ 投資性商品販売のため、三菱 UFJ 証券から三菱東京 UFJ 銀行へ、現在約 500 名

の人材を派遣 
・ 証券仲介業務の預り資産総計は約 1 兆円 

～ MUFG グループの投資銀行業務の強化 
・ 三菱 UFJ 証券と三菱東京 UFJ 銀行との人材交流促進、投資銀行業務ノウハウの

共有化 
・ MUFG グループの大企業取引推進体制強化のため、証券・投資銀行協働担当の 

執行役員を任命 
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三菱 UFJ 証券の完全子会社化により、MUFG グループは、グループ内の人的経営資源・顧客

基盤・ネットワークなどを証券業務においても有効かつ効率的に活用することで、証券機能

を一層強化し、三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行をはじめとするグループ各社とのシナ

ジーを一段と発揮していきます。これにより、多様化・高度化する国内外のお客さまの金融

ニーズにこれまで以上に、総合的かつ機動的にお応えすることで、MUFG 株式を保有するこ

とになる三菱 UFJ 証券の株主の皆さまを含め、MUFG の株主の皆さまのご期待に応えていき

たいと考えております。 

2．完全子会社化の方法等 

(1) 完全子会社化の方法 
完全子会社化の方法については、株式交換による方向で検討しております。この株式交換に

より、三菱 UFJ 証券の株主（MUFG を除く。以下同様）が保有する三菱 UFJ 証券の株式は

MUFG に移転し、三菱 UFJ 証券の株主は、MUFG 株式の割当交付を受けることにより、MUFG
の株主となります。 

(2) 完全子会社化の時期 
法令で定められた株主および関係当局の承認を経た上で、平成 19年3月 31日を目処として、

株式交換の効力発生に必要な手続きを完了することを予定しております。 
＜完全子会社化に向けた日程＞ 
平成 18 年 8 月 29 日      基本合意書の締結 
平成 18 年 11 月中旬（予定）  株式交換契約書承認取締役会 
平成 18 年 11 月中旬（予定）  株式交換契約書の締結 
平成 19 年 2 月下旬 （予定）  株式交換契約書承認臨時株主総会（三菱 UFJ 証券のみ） 
平成 19 年 3 月 31 日（予定）  株式交換の効力発生日 
（注）本株式交換は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、MUFG においては株式交換契約書に関する

株主総会の承認を得ることなく行なうものです。 

(3) 株式交換比率 
株式交換比率については、合理的な手法による評価を勘案し、外部機関の評価も踏まえて、

今後、協議の上決定します。 

3．完全子会社化後の状況 

完全子会社化による、両社の商号、事業内容、本店所在地、代表者および資本金等に変更は

ございません。 

4．今後の見通し 

MUFG が既に発表しております当期業績予想に変更はございません。 

以 上 
 
 

（照会先） 
三菱 UFJ フィナンシャル・グループ  広 報 部  03-3240-7651 
三  菱  U  F  J  証  券  広報 IR 室  03-6213-6584



 

（ご参考）当事会社の概要 

（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

 完全親会社（予定） 完全子会社（予定） 

商     号 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱 UFJ 証券株式会社 

主な事業の内容 銀行持株会社 証券業務 

設 立 年 月 日 平成 13 年 4 月 2 日 昭和 23 年 3 月 4 日 

本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 

代  表  者 取締役社長 畔柳 信雄 取締役会長 五味 康昌 

資  本  金   1 兆 3,830 億円    655 億円 

発行済株式総数 普通株式 10,247,851.61 普通株式 726,023,292 

株主資本(連結)   7 兆 7,278 億円   6,987 億円 

総資産（連結） 187 兆  467 億円 9 兆 8,744 億円 

決  算  期 3 月 31 日 3 月 31 日 

従 業 員 数 1,089 人 6,211 人 

店  舗  数 968(注) 137 

大株主および 

持 株 比 率 

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行（信託口） (5.09%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(信託口) (4.53%)

ﾋｰﾛｰ.ｱﾝﾄﾞ.ｶﾝﾊﾟﾆｰ (3.01%)

日本生命保険 (2.06%)

ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄ 
ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

(1.98%)

ｻﾞﾁｪｰｽﾏﾝﾊｯﾀﾝﾊﾞﾝｸｴﾇｴｲﾛﾝﾄﾞ

ﾝ 
(1.96%)

ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄ 
ｶﾝﾊﾟﾆｰ 505103 

(1.74%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 
(明治安田生命保険・退給
口) 

(1.70%)

トヨタ自動車 (1.17%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 
（三菱重工業・退給口） 

(1.15%)

 

三菱 UFJ ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ (61.23%)

トヨタ自動車 (3.84%)

ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄ 
ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

(2.48%)

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻー ﾋ゙ ｽ信託銀行(信託口) (2.09%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(信託口) (1.87%)

ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄﾊﾞﾝｸｱﾝﾄﾞﾄﾗｽﾄ 
ｶﾝﾊﾟﾆｰ 505025 

(1.55%)

日本生命保険 (1.06%)

大同生命保険 (0.79%)

野村信託銀行（投信口） (0.68%)

三菱UFJ信託銀行（信託口） (0.65%) 

（注）三菱東京 UFJ 銀行と三菱 UFJ 信託銀行の 2 行単体合算 

＜業績推移＞ 

（単体ベース／単位：億円） 

決  算  期 16 年 3 月期 17 年 3 月期 18 年 3 月期 16 年 3 月期 17 年 3 月期 18 年 3 月期

営 業 収 益 693 2,235 10,367 1,295 1,243 2,396

営 業 利 益 647 2,171 10,270 288 198 870

経 常 利 益 644 2,088 10,023 322 212 882

当 期 純 利 益 644 2,111 10,134 329 161 535

1株当り当期純利益 9,003.89 円 31,544.50 円 123,144.24 円 70.40 円 34.34 円 90.30 円

1株当り年間配当金 
： 普 通 株 式 6,000.00 円 6,000.00 円 7,000.00 円 9.00 円 9.00 円 20.00 円

1 株当り株主資本 618,015.33 円 645,790.03 円 527,176.88 円 821.34 円 848.84 円 979.83 円



 

 

 

米国証券取引委員会（SEC）への文書提出 

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（「MUFG」）は、三菱 UFJ 証券株式会社を完全子会社化するための株式交

換に伴い、Form F-4 による登録届出書を米国証券取引委員会(「SEC」：U.S. Securities and Exchange Commission) に提出す

る可能性があります。Form F-4 が提出された場合、その内容には、目論見書（prospectus）及びその他の文書が含まれま

す。Form F-4 が提出され、その効力が発生した場合、三菱 UFJ 証券は当該株式交換を承認するための投票が行われる予

定である株主総会の開催日前に、Form F-4 の一部として提出された目論見書をその米国株主各位に対して発送する予定

です。Form F-4 が提出された場合、提出される Form F-4 及び目論見書には、MUFG に関する情報、三菱 UFJ 証券に関す

る情報、本株式交換及びその他の関連情報などの重要な情報が含まれます。三菱 UFJ 証券の米国株主におかれましては、

株主総会において本株式交換についての決定がなされる前に、本株式交換に関連して SEC に対して提出される可能性の

ある Form F-4、目論見書、及びその他の文書を注意してお読みになるようお願いいたします。Form F-4 が提出された場合、

Form F-4、目論見書及びその他の本株式交換に関連して SEC に提出される全ての文書は、提出後に SEC のホームページ

（www.sec.gov）にて無料で公開されます。なお、株主の皆様には、本株式交換に関連して SEC に提出される可能性のあ

る目論見書及びその他全ての文書を無料にて配布させて頂きます。配布のお申し込みは、お電話・お手紙・電子メールに

て承ります。 

MUFG 担当者： 
Mr. Hitoshi Shimamura 
〒100-8330 
東京都千代田区丸の内2-7-1 
電話：81-3-3240-6608 
メール：Hitoshi_Shimamura@hd.mufg.jp 

三菱UFJ証券担当者： 
Mr. Hiroshi Kutose 
〒100-0005 
東京都千代田区丸の内2-5-2 
電話：81-3-6213-6584 
メール：kutose-hiroshi@sc.mufg.jp 

さらに、MUFG は、Form F-4（提出することになった場合）、目論見書、及びその他、本株式交換に関連して SEC に提

出する全ての文書に追加して、年次報告書（アニュアル・レポート）及びその他の情報を SEC に提出することが義務づ

けられます。これらの SEC に提出されうる報告書及びその他の情報等については、SEC 内に設置されている公開閲覧室

（public reference rooms 住所： 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549）において閲覧・コピーが可能です。

公開閲覧室に関する詳しい情報については、SEC までお電話にてお問い合わせ下さるようお願いいたします。（電話番

号：1-202-551-8090）なお、SEC に提出された文書は、SEC のホームページ（www.sec.gov）又は民間の文書検索サービ

スを通しても入手可能です。 
 
将来の見通しに関する記述 

本書には、MUFG、三菱 UFJ 証券、及び本完全子会社化後の事業についての将来の見通しに関する情報及び記述が含ま

れています。将来の見通しに関する記述とは、歴史的事実を述べるものではない記述を意味します。こうした記述には財

政状態に関する見通し及び予測（financial projections and estimates）及びその前提、将来の事業・製品・サービス等に関す

る計画・目的・期待に関する記述、並びに将来のパフォーマンスに関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述

は、一般に、期待する（"expect," ）、予想する（"anticipates,"）、考える（"believes"）、意図する（"intends,"）、予測す

る（"estimates" ）又はその他これに類似した表現により特定されます。MUFG 及び三菱 UFJ 証券の経営陣は、そうした

将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的なものであると考えますが、将来の見通しに関する情報及び記

述は、様々なリスクや不確実要素により影響を受ける事にご注意下さい。その多くは予測困難かつ MUFG 及び三菱 UFJ
証券の統御を越えたものである為、将来の見通しに関する記述の中で言及・示唆・予測されている情報及び記述は、実際

の結果や状態と大きく異なる可能性があります。かかるリスクと不確実要素には、MUFG が SEC に提出する可能性があ

る Form F-4 登録届出書に含まれる目論見書の"Cautionary Statement  Concerning  Forward-Looking  Statements"（将来の見

通しに関する記述についての注意事項）及び"Risk  Factors"（リスク要因）の項に列挙されたもの等を含めて、MUFG 及

び三菱 UFJ 証券が SEC 又はその他の現地当局へ公式に提出した文書中で検討又は指摘されている事項が含まれます。

MUFG 及び三菱 UFJ 証券は、適用法により義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関するいかなる情報及び記

述もそれを更新又は改定する義務を一切負わないものとします。 
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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 
Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. 

 
 

Notice regarding basic agreement on proposed share exchange to make Mitsubishi UFJ Securities 
a wholly-owned subsidiary of MUFG 

 
 
Tokyo, August 29, 2006 --- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG; President & CEO: Nobuo 
Kuroyanagi) and Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. (MUS; Chairman & CEO: Yasumasa Gomi) 
announced today that MUFG and MUS have signed a basic agreement with regard to the proposed share 
exchange agreement to make MUS a wholly-owned subsidiary of MUFG, subject to approval by MUS 
shareholders and the relevant authorities. 
 

1. Purpose of making MUS a wholly-owned subsidiary of MUFG 

MUFG has been actively pursuing its integrated group strategy, which positions Retail, Corporate and 
Trust Assets (asset management and asset administration) as the three core business areas. MUFG’s bank, 
trust bank and securities company are being integrated as a unified group to deliver promptly and 
accurately high-quality financial products and services. 

To stimulate the evolving trend from savings to investment, seize the opportunity presented by the 
deregulation of the Japanese financial markets, effectively and promptly meet the dramatic changes in 
the Japanese financial environment, further enhance cooperation between group companies while 
complying strictly with all laws and regulations, and conduct our business as a unified group, MUFG and 
MUS have agreed to sign a basic agreement with regard to making MUS a wholly-owned subsidiary of 
MUFG. 

Major cooperative measures implemented to date 
• Launching of MUFG Plaza 

- MUS currently operates 37 MUFG Plazas jointly with Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 
and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. 

• Operation of The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ’s and Mitsubishi UFJ Trust Bank’s securities 
intermediary business with MUS. 
- Aiming to increase sales of investment products; approximately 500 MUS employees 

currently assigned to Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. 
- Total client assets in the securities intermediary business is approximately ¥1 trillion. 

• Strengthening MUFG’s group-wide investment banking business 
- Promote personnel exchange and sharing of investment banking know-how between MUS 

and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. 
- Created a new position of Executive Officer of Securities/Investment Banking Business 

Strategy to further promote MUFG’s business with large corporate clients. 
 

By accelerating the exchange of personnel, utilization of customer base and collaboration with the global 
network within the MUFG group, MUFG believes that through the proposed share exchange it can 
further strengthen the securities and investment banking business and maximize synergies among its 
banking, trust and securities businesses. 
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MUFG will continue to make every effort to provide integrated, high-quality services in a 
comprehensive and timely manner to meet the increasingly diverse and sophisticated needs of our 
customers at home and abroad. Through these efforts, we aim to enhance the corporate value of the 
whole group for all our stakeholders, including MUS shareholders receiving MUFG shares in the 
proposed share exchange. 

 
2. Terms and conditions of share exchange 

(1) Scheme of share exchange 
MUFG is planning to make MUS a wholly-owned subsidiary of MUFG by share exchange. 
As a result of the proposed share exchange, MUS shareholders will receive shares of MUFG 
common stock in exchange for their shares of MUS common stock and become MUFG 
shareholders. 

(2) Schedule of share exchange 
MUFG is planning to complete this share exchange transaction by March 31, 2007 after approval 
by MUS shareholders and the relevant authorities. 

[Schedule] 
Signing of basic agreement August 29, 2006 
Board meetings to approve share exchange agreement Middle of November, 2006*
Signing of share exchange agreement Middle of November, 2006*
General shareholders’ meeting to approve share exchange 
agreement (MUS) 

Late in February, 2007* 

Effective date of share exchange March 31, 2007* 
* Planned 

(Note) MUFG will conduct this share exchange transaction without obtaining shareholder 
approval at its general shareholders’ meeting, since this share exchange transaction is 
deemed a “simple share exchange” under Article 796-3 of the Company Law of Japan. 

(3) Share exchange ratio 
MUFG and MUS will comprehensively consider numerous factors, including the results of the 
analyses provided by their respective financial advisors, and discuss and decide the share exchange 
ratio. 

 
3. Situation after share exchange 

The corporate names, businesses, head offices, representatives and capital stock of MUFG and MUS will 
remain unchanged. 

 
4. Impact on financial results 

The share exchange will not materially affect MUFG’s consolidated earnings for this fiscal year since 
MUS is already a consolidated subsidiary of MUFG. 

 
*   *   * 

 
Contacts:  

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Public Relations Division (81-3-3240-7651) 
Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. Public & Investor Relations Office (81-3-6213-6584) 



 

  

Reference: Overview of MUFG and MUS（As of March 31, 2006） 

 Parent company Wholly-owned subsidiary  

Company name Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. 

Business description 
Management of the affairs of subsidiaries and 

relevant ancillary functions 
Securities business 

Date of establishment April 2, 2001 March 4, 1948 

Head office 2-7-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 

Representative President: Nobuo Kuroyanagi Chairman: Yasumasa Gomi 

Capital Stock 1,383.0 billion yen 65.5 billion yen 

Shares issued and 
outstanding 

Common stock  10,247,851.61 Common stock  726,023,292 

Stockholder’s equity* 7,727.8 billion yen 698.7 billion yen 

Total assets* 187,046.7 billion yen 9,874.4 billion yen 

Date of fiscal year end March 31 March 31 

Number of employees 1,089 6,211 

Number of offices 968** 137 

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust 
Account) 

5.09% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 61.23%

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
(Trust Account) 

4.53% Toyota Motor Corporation 3.84%

Hero & Co. 3.01% State Street Bank and Trust Company 2.48%

Nippon Life Insurance Company 2.06% Japan Trustee Services Bank, Ltd. 
(Trust Account) 

2.09%

State Street Bank and Trust Company 1.98% The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
(Trust Account) 

1.87%

The Chase Manhattan Bank N.A. London 1.96% State Street Bank and Trust Company 
505025 

1.55%

State Street Bank and Trust Company 
505103 

1.74% Nippon Life Insurance Company 1.06%

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
(Trust Account) 

1.70% Daido Life Insurance Company 0.79%

Toyota Motor Corporation 1.17% The Nomura Trust and Banking Co., 
Ltd. (Trust Account) 

0.68%

Principal 
shareholders (Name 
and percentage of  
shares outstanding) 

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
(Pension trust account for Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd.) 

1.15% Mitsubishi UFJ Trust and Banking 
Corporation (Trust Account) 

0.65%

       *MUFG consolidated figures 

      ** Figures are aggregates of Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. 
 

[Financial Results of the past 3 fiscal years (billion yen)] 
Fiscal year FY2003 

(March, 2004) 
FY2004 

(March, 2005) 
FY2005 

(March, 2006) 
FY2003 

(March, 2004)
FY2004 

(March, 2005) 
FY2005 

(March, 2006)

Operating income  69.3 223.5 1,036.7 129.5 124.3 239.6

Operating profit 64.7 217.1 1,027.0 28.8 19.8 87.0

Ordinary profit  64.4 208.8 1,002.3 32.2 21.2 88.2

Net income  64.4 211.1 1,013.4 32.9 16.1 53.5
Net income per 
share* 9,003.93 31,544.50 123,144.24 70.40 34.34 90.30

Dividend per share* 6,000.00 6,000.00 7,000.00 9.00 9.00 20.00
Stockholders’ 
equity per share*  618,015.33 645,790.03 527,176.88 821.34 848.84 979.83

     * (yen) 



 

  

 
 

Filings with the U.S. SEC 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (“MUFG”) may file a registration statement on Form F 4 (“Form F-4”) with the U.S. 
SEC in connection with the proposed stock-for-stock exchange transaction to make Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. 
(“MUS”) a wholly-owned subsidiary of MUFG.  The Form F 4 (if filed) will contain a prospectus and other documents.  If 
a Form F-4 is filed and declared effective, MUS plans to mail the prospectus contained in the Form F-4 to its U.S. 
shareholders prior to the shareholders meeting at which the proposed transaction will be voted upon.  The Form F-4 (if filed) 
and prospectus will contain important information about MUFG, MUS, stock-for-stock exchange transaction and related 
matters.  U.S. shareholders of MUS are urged to read the Form F-4, the prospectus and the other documents that may be 
filed with the U.S. SEC in connection with the stock-for-stock exchange transaction carefully before they make any decision 
at the MUS shareholders meeting with respect to the proposed stock-for-stock exchange transaction.  If the Form F-4 is 
filed, the Form F-4, the prospectus and all other documents filed with the U.S. SEC in connection with the stock-for-stock 
exchange transaction will be available when filed, free of charge, on the U.S. SEC’s web site at www.sec.gov.  In addition, 
the prospectus and all other documents filed with the U.S. SEC in connection with the stock-for-stock exchange transaction 
will be made available to shareholders, free of charge, by calling, writing or e-mailing: 

MUFG Contact： 
 
Mr. Hitoshi Shimamura 
2-7-1, Marunouchi, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8330, Japan 
Telephone：81-3-3240-6608 
Email: Hitoshi_Shimamura@hd.mufg.jp 

MUS Contact： 
 
Mr. Hiroshi Kutose 
2-5-2, Marunouchi, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-0005, Japan 
Telephone：81-3-6213-6584 
Email: kutose-hiroshi@sc.mufg.jp 

In addition to the Form F-4 (if filed), the prospectus and the other documents filed with the U.S. SEC in connection with the 
stock-for-stock exchange transaction, MUFG is obligated to file annual reports with, and submit other information to, the 
U.S. SEC.  You may read and copy any reports and other information filed with, or submitted to, the U.S. SEC at the U.S. 
SEC’s public reference rooms at 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549.  Please call the U.S. SEC at 
1-202-551-8090 for further information on public reference rooms.  Filings with the U.S. SEC also are available to the 
public from commercial document retrieval services and at the web site maintained by the U.S. SEC at www.sec.gov. 

Forward-Looking Statements 

This communication contains forward-looking information and statements about MUFG, MUS and their businesses after 
completion of the transaction.  Forward-looking statements are statements that are not historical facts.  These statements 
include financial projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives and 
expectations with respect to future operations, products and services, and statements regarding future performance.  
Forward-looking statements are generally identified by the words “expect,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “estimates” 
and similar expressions. Although MUFG’s and MUS’s management believe that the expectations reflected in such 
forward-looking statements are reasonable, investors and holders of MUS securities are cautioned that forward-looking 
information  and statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and 
generally beyond the control of MUFG and MUS, that could cause actual results and developments to differ materially from 
those expressed in, or implied or  projected  by, the forward-looking information and statements.  These risks and 
uncertainties include those discussed or identified in the public filings with the SEC and the local filings made by MUFG and 
MUS, including those listed under “Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements”  and “Risk Factors” in 
the prospectus included in the registration statement on Form F-4 that MUFG may file with the U.S. SEC. Other than as 
required by applicable law, MUFG and MUS do not undertake any obligation to update or revise any forward-looking 
information or statements. 


