
 

平成 18 年 9 月 6 日 
 
 

三菱 UFJ 証券株式会社 
 
 
 

当社ユーロ円ＣＢの取扱いについて 
 
 
 

当社は、平成 18 年 8 月 29 日に「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」を発表しました。 
 
完全子会社化の方法として検討中の株式交換の効力発生予定日は平成１９年

３月３１日ですが、当社が平成１１年に発行したユーロ円ＣＢの償還期限は平

成２６年９月２３日であり、額面による期前償還が可能となっています。 
 
こうした状況下、同ユーロ円ＣＢの取扱いにつきましては、現在、その対応に

ついて検討中であり、決定しましたところで速やかにお知らせします。 
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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 Securities Co., Ltd. 

 

Notice Regarding Treatment of Yen-Denominated Convertible Bonds 

 

Tokyo, September 6, 2006 --- On August 29, 2006, we issued a press release entitled, 

“Notice regarding basic agreement on proposed share exchange to make Mitsubishi UFJ 

Securities a wholly-owned subsidiary of MUFG”. 

The planned completion date for the proposed share exchange to make Mitsubishi UFJ 

Securities Co., Ltd. a wholly-owned subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. is 

March 31, 2007.  With respect to our yen-denominated convertible bonds issued in 1999 and 

due September 23, 2014, their terms allow us to redeem them at par prior to maturity.  

Under these circumstances, we are currently considering the treatment of the yen-

denominated convertible bonds, and will provide further notice when a decision regarding 

their treatment has been reached. 

 

 
 
 

*   *   * 
 

Contacts:  
Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. Public & Investor Relations Office (81-3-6213-6584) 



   

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, the 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: MUS Contact: 
 
Mr. Hitoshi Shimamura Mr. Hiroshi Kutose 
2-7-1, Marunouchi, Chiyoda-ku 2-5-2, Marunouchi, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8330 Japan Tokyo 100-0005 Japan 
Telephone: 81-3-3240-6608 Telephone 81-3-6213-6584 
Email: Hitoshi_Shimamura@hd.mufg.jp 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 http://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. 




