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平成 19 年 3 月 28 日 

 

 

株式会社三菱 UFJ 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株式交換契約の締結について 

 

 

 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」といい

ます。）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

、以下「三菱 UFJ 証券」といいます。）

は、三菱 UFJ 証券の平成 19 年 6 月 28 日に開催予定の定時株主総会および関係当局の承認等を  

前提として、株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により、三菱 UFJ 証券を MUFG の完

全子会社とすることについて平成 18 年 8 月 29 日に方針を決定しておりましたが、本日開催した

両社の取締役会の承認を受け、この完全子会社化に関する株式交換契約を締結いたしました。 
 
 
1． 株式交換の目的 

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。 

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・営業

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。 
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なお、MUFG が三菱 UFJ 証券の総株主の議決権の 62.78％を有していることから、株式交換

比率の公正性･妥当性を確保するため、両社は本株式交換の実施を決定するに当たり、各別の第

三者算定機関の株式交換比率算定に係る分析および意見を参考として交渉・協議を行い、その

結果合意された株式交換比率を、それぞれの社外取締役および社外監査役の出席する取締役会

において検討･決定いたしました。 

また、本株式交換の結果、効力発生日である平成 19 年 9 月 30 日をもって MUFG は三菱 UFJ
証券の完全親会社となり、完全子会社となる三菱 UFJ 証券は平成 19 年 9 月 25 日に上場廃止（最

終売買日は平成 19 年 9 月 21 日）となる予定です。 
 

2． 株式交換の要旨 

(1) 株式交換の日程 

平成 19 年 3 月 28 日      株式交換契約書承認取締役会 
平成 19 年 3 月 28 日      株式交換契約書締結 
平成 19 年 6 月 28 日（予定）  株式交換契約書承認株主総会（三菱 UFJ 証券のみ） 
平成 19 年 9 月 25 日（予定）  三菱 UFJ 証券上場廃止 
平成 19 年 9 月 30 日（予定）  三菱 UFJ 証券株券提出期間最終期日 
平成 19 年 9 月 30 日（予定）  株式交換の効力発生日 

（注1） 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。 

（注2） 株式交換の効力発生日は MUFG と三菱 UFJ 証券の合意により変更されることがあります。 

 

(2) 株式交換比率（MUFG は平成 19 年 9 月 30 日を効力発生日とする株式分割を予定しております。） 

 MUFG（完全親会社） 三菱 UFJ 証券（完全子会社）

株式交換比率 
（MUFG 株式分割前比率） 

1 
1.02 

（0.00102） 

＜株式の割当比率＞ 

三菱 UFJ 証券の普通株式 1 株に対して、MUFG の普通株式 1.02 株を交付いたします。ただ

し、MUFG が保有する三菱 UFJ 証券の株式 444,576,120 株については、株式交換による株式

の交付はいたしません。 

（注1） MUFG 株式の分割および単元株制度の導入 

平成 19 年 1 月 31 日付 MUFG 発表の「投資単位の引き下げについて」でお知らせしましたとおり、

MUFG は、平成 19 年 9 月 30 日（株式交換の効力発生日と同日）をもって、普通株式 1 株を 1,000

株に分割することを予定しており、上記の株式交換比率（以下「本株式交換比率」といいます。）

は本株式分割が効力発生することを前提に算出しています。なお、MUFG は、本株式分割と同時

に 1 単元の株式数を 100 株とする単元株制度の導入を予定しています。したがって、本株式分割

後、最初に売買取引が行われる平成 19 年 10 月 1 日以降は、1,000 分割された MUFG の普通株式

につき、100 株単位で売買できるようになる予定です（ただし、平成 19 年 6 月に予定しています

MUFGの株主総会において発行可能株式数の増加などの所要の定款変更につき株主の皆さまのご

承認をいただけることが前提となります）。 
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（注2） 本株式交換により交付する株式の数等 

MUFG は、本株式交換に際して、三菱 UFJ 証券の株主（実質株主を含み、MUFG を除きます。以

下同様とします。）に対して、その所有する三菱 UFJ 証券の普通株式に代わり、効力発生日（平

成 19 年 9 月 30 日）の前日の最終の三菱 UFJ 証券の株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記

載または記録された三菱 UFJ 証券の株主が所有する三菱 UFJ 証券の普通株式の株式数の合計に

1.02（ただし、本株式分割が株式分割の効力発生予定日において効力を発生していなかった場合、

0.00102 とします。）を乗じた数の MUFG の普通株式を交付いたします。ただし、MUFG が三菱

UFJ 証券の株主に交付する MUFG の普通株式は、MUFG が保有する自己株式を用いるため、新株

の発行は行わない予定です。また、本株式交換により三菱 UFJ 証券の株主に交付しなければなら

ない MUFG の普通株式の数に 1 株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 234 条の規定にし

たがい、当該株主に対しては金銭の交付が行なわれることになります。 

（注3） MUFG の中間配当金について 

本株式交換の効力発生日に本株式交換に基づき MUFG の普通株式の交付を受けた三菱 UFJ 証券

の株主は、MUFG が同社定款第 49 条に基づき第 3 期(平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31

日まで)の普通株式に関して平成 19 年 9 月 30 日（株式交換の効力発生日と同日）の最終の株主名

簿に記載または記録された株主に中間配当金を支払うことを決定した場合、これを受領すること

ができます。 

 

(3) 株式交換比率の算定根拠等 

① 算定の基礎および経緯 
本株式交換の株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、MUFG はモルガン･スタンレ

ー証券株式会社（以下「モルガン･スタンレー」といいます。）を、三菱 UFJ 証券はメリル

リンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ」といいます。）を、株式交換比率の算定に

関するそれぞれの第三者算定機関として選定しました。 

MUFG は、モルガン・スタンレーより平成 19 年 3 月 27 日付で、以下の前提条件その他一

定の条件のもとに、合意された株式交換比率が MUFG にとり財務的見地から妥当である旨

の意見書（以下「意見書（1）」といいます。）を取得しております。 

モルガン･スタンレーは、MUFG については市場株価法（計算対象期間は、直近日（平成

19 年 3 月 23 日）、直近 1 ヵ月間平均（平成 19 年 2 月 26 日～平成 19 年 3 月 23 日）、直近

3 ヵ月間平均（平成 18 年 12 月 25 日～平成 19 年 3 月 23 日）、並びに本案件発表前 1 ヵ月

間平均（平成 18 年 7 月 31 日～平成 18 年 8 月 28 日））およびディスカウンテッド・キャ

ッシュフロー法（DCF 法）等による分析を行い、三菱 UFJ 証券については市場株価法（計

算対象期間は、直近日（平成 19 年 3 月 23 日）、直近 1 ヵ月間平均（平成 19 年 2 月 26 日

～平成 19 年 3 月 23 日）、直近 3 ヵ月間平均（平成 18 年 12 月 25 日～平成 19 年 3 月 23
日）、並びに本案件発表前 1 ヵ月間平均（平成 18 年 7 月 31 日～平成 18 年 8 月 28 日））、

類似取引比較法および DCF 法等による分析を行い、更に EPS 希薄化分析を行い、これらの

結果を総合的に勘案して株式交換比率にかかる分析および意見を MUFG に提出しました。 

(注 1) モルガン･スタンレーは、DCF 法による分析については、過去の実績や事業環境を考慮したうえ

で MUFG および三菱 UFJ 証券それぞれの経営陣によって作成された財務予測が、現時点で入手

可能な MUFG および三菱 UFJ 証券の経営陣による最善の予測と判断に基づいて合理的になされ

た予測であるとの前提のもとに分析を行いました。 
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なお、主要な各手法において評価された株式交換比率の範囲は次のとおりです。 

a. 市場株価法による株式交換比率は、MUFG1 に対して三菱 UFJ 証券 0.883～

1.008 と算定されております 

b. 類似取引比較法による株式交換比率は、MUFG1 に対して三菱 UFJ 証券 0.972

～1.016 と算定されております 

c. DCF 法による株式交換比率は、MUFG1 に対して三菱 UFJ 証券 0.920～1.070

と算定されております 

モルガン・スタンレーは、意見書（1）の提出およびその基礎となる分析の実施に際し、両

社から提供を受けた情報および公開情報を全て正確かつ完全なものとして採用しており、

かつ個別の資産・負債について鑑定、実地評価を行っておらず、かかる鑑定または評価の

提供も受けておりません。また両社の財務予測および本株式交換から生じることが予想さ

れるシナジー効果に関する情報については、それらが合理的な根拠に基づいて作成されて

おり、かつ MUFG の経営陣の現時点で入手可能な最善の予測と判断を反映したものである

ことを前提としております。モルガン・スタンレーの意見書（1）は平成 19 年 3 月 27 日現

在にモルガン・スタンレーが認識している情報と経済条件を前提としたものです。 

(注 2) モルガン・スタンレーは各分析および考慮した要因の重要性および関連性についての定性的な判

断を行っています。したがって、モルガン・スタンレーの分析は全体として考慮される必要があ

り、すべての分析および要因を考慮することなくその一部分を抽出することは、そのような分析

および意見の基礎をなす過程についての不完全な理解をもたらすおそれがあると考えています。

分析を行うにあたり、モルガン・スタンレーは、MUFG、三菱 UFJ 証券、業界の業績および規制

環境、事業活動、経済、市場および財務の情勢ならびにその他の事項について多数の前提を置い

ており、その多くは MUFG にとって制御不能であり、かつ、複雑な方法論の適用および経験則上

の判断を伴っています。 

モルガン・スタンレーの意見に至る過程は、特定の状況に最も適切で関連性を有する財務分析方

法に関する様々な決定およびそのような方法の適用を伴う複雑な分析過程であり、したがって、

そのような意見および分析は、容易に要約できるものではなく、また一部の分析結果の表明で代

替できるものではありません。比較分析に用いた如何なる会社、事業および取引にも、MUFG、

三菱UFJ証券または本株式交換と同一のものはありません。また、これらの分析結果の評価は、

すべてが数学的なものではなく、むしろ、財務上および事業上の特性その他の要因であって関連

取引、関係当事者の市場株価もしくはその他の価値、または分析された事業セグメントもしくは

取引に影響を及ぼしうるものについての複雑な考慮および判断を伴うものです。これらの分析に

含まれる評価および個別の分析の結果としての株式交換比率または価値算定の範囲は必ずしも実

際の結果もしくは価値を示し、または将来の結果もしくは価値を予測するものではなく、これら

はその分析が示すところよりも著しく異なる可能性があります。さらに、事業または証券の価値

に関する分析は価格の鑑定ではなく、事業、会社または証券が実際に売却される場合の価格を反

映するものではありません。このように、これらの分析および評価には本質的に重大な不確実性

が伴うものです。モルガン・スタンレーの意見書（1）は、MUFGの取締役会が使用するためにそ

の便宜のために作成されたものです。モルガン・スタンレーの意見書（1）は、MUFGによる本株

式交換の実行決定の是非についてのモルガン・スタンレーの意見を述べるものではありません。

また、モルガン・スタンレーは、MUFG以外のMUFGの証券の保有者、債権者、その他の構成員

にとっての公正性またはその他の考慮事項についての意見を求められておらず、かつ意見を述べ

ておりません。また、モルガン・スタンレーは、本株式交換の発表後または完了後に取引される

MUFG株式の価格について一切意見を示すものではありません。 
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一方、三菱 UFJ 証券は、メリルリンチより平成 19 年 3 月 28 日付で、以下の前提条件その

他一定の条件のもとに、合意された株式交換比率が三菱 UFJ 証券株主にとり財務的見地か

ら公正である旨の意見書（以下「意見書（2）」といいます。）を取得しております。 

メリルリンチは、意見書（2）の提出およびその基礎となる分析の実施に際し、両社から提

供を受けた情報および公開情報を全て正確かつ完全なものとして採用しており、かつ個別

の資産・負債について鑑定、実地評価を行っておらず、かかる鑑定または評価の提供も受

けておりません。また両社の財務予測および本株式交換から生じることが予想されるシナ

ジー効果に関する情報については、それらが合理的な根拠に基づいて作成されており、か

つ三菱 UFJ 証券の経営陣の現時点で入手可能な最善の予測と判断を反映したものであるこ

とを前提としております。メリルリンチの意見書（2）は平成 19 年 3 月 28 日現在にメリル

リンチが認識している情報と経済条件を前提としたものです。 
メリルリンチは、本株式交換の諸条件を検討し、株式交換比率算定のためにメリルリンチ

が必要と考える各種の分析（市場株価平均法分析、類似企業比較分析、DCF（ディスカウ

ンテッド・キャッシュフロー）法、類似取引比較分析、過去の完全子会社化事例分析、希

薄化増大化分析など）を、定量的分析と定性的分析を複合して行い、その結果を重要性に

つき数値的な比重を置くことなく総合的に勘案して意見表明を行っております。メリルリ

ンチが株式交換比率の算定にあたって使用した主要な評価方法および分析手続きの概略は

以下のとおりです。 

a. 市場株価平均法分析による株式交換比率は、MUFG 1 に対して三菱 UFJ 証券

0.884～0.986 と算定されております。 

b. 類似企業比較分析による株式交換比率は、MUFG 1 に対して 三菱 UFJ 証券

0.870～1.305 と算定されております。 

c. Dividend Discount Model を用いた DCF 法による株式交換比率は、MUFG 1 に

対して三菱 UFJ 証券 0.467～1.247 と算定されております。 

（注 3） メリルリンチは各分析および考慮した要因の重要性および関連性についての定性的な判断を行っ

ています。したがって、メリルリンチの分析は全体として考慮される必要があり、すべての分析

および要因を考慮することなくその一部分を抽出することは、そのような分析および意見の基礎

をなす過程についての不完全な理解をもたらすおそれがあると考えています。分析を行うにあた

り、メリルリンチは、三菱 UFJ 証券、MUFG、業界の業績および規制環境、事業活動、経済、市

場および財務の情勢ならびにその他の事項について多数の前提を置いており、その多くは三菱

UFJ 証券にとって制御不能であり、かつ、複雑な方法論の適用および経験則上の判断を伴ってい

ます。 
メリルリンチの意見に至る過程は、特定の状況に最も適切で関連性を有する財務分析方法に関す

る様々な決定およびそのような方法の適用を伴う複雑な分析過程であり、したがって、そのよう

な意見および分析は、容易に要約できるものではなく、また一部の分析結果の表明で代替できる

ものではありません。比較分析に用いた如何なる会社、事業および取引にも、三菱UFJ証券、MUFG
または本株式交換と同一のものはありません。また、これらの分析結果の評価は、すべてが数学

的なものではなく、むしろ、財務上および事業上の特性その他の要因であって関連取引、関係当

事者の市場株価もしくはその他の価値、または分析された事業セグメントもしくは取引に影響を

及ぼしうるものについての複雑な考慮および判断を伴うものです。これらの分析に含まれる評価

および個別の分析の結果としての株式交換比率または価値算定の範囲は必ずしも実際の結果もし

くは価値を示し、または将来の結果もしくは価値を予測するものではなく、これらはその分析が
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示すところよりも著しく異なる可能性があります。さらに、事業または証券の価値に関する分析

は価格の鑑定ではなく、事業、会社または証券が実際に売却される場合の価格を反映するもので

はありません。このように、これらの分析および評価には本質的に重大な不確実性が伴うもので

す。 
メリルリンチの意見書（2）は、三菱 UFJ 証券の取締役会が使用するためにその便宜のために作

成されたものです。メリルリンチの意見書（2）は、三菱 UFJ 証券による本株式交換の実行決定

の是非についてのメリルリンチの意見を述べるものではなく、また三菱 UFJ 証券の株主が本株式

交換その他関連する事項についていかなる投票行動をとるべきか（反対株主として買取請求権を

行使するか否かを含む）について三菱 UFJ 証券の株主に対して何らかの推奨を行うものではあり

ません。また、メリルリンチは、三菱 UFJ 証券株主以外の三菱 UFJ 証券が発行した証券の保有者、

債権者、その他の構成員にとっての公正性またはその他の考慮事項についての意見を求められて

おらず、かつ意見を述べておりません。また、メリルリンチは、本株式交換の発表後または完了

後に取引される三菱 UFJ 証券株式の価格について一切意見を示すものではありません。 

上記第三者算定機関が算定した株式交換比率は、MUFG が平成 19 年 9 月 30 日（本株式交

換の効力発生日と同日）付で行う予定の株式分割が効力を発生することを前提にしており

ます。 

MUFG および三菱 UFJ 証券は、上記第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率案の算

定についての専門家としての分析結果および意見を慎重に検討し、これらを踏まえ交渉、

協議を重ねた結果、それぞれ平成 19 年 3 月 28 日に開催された取締役会において、本株式

交換における株式交換比率を合意･決定し、同日、両社間で株式交換契約書を締結いたしま

した。 

なお、本株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件について重大な変更が生じた場合、

MUFG と三菱 UFJ 証券との協議により変更することがあります。 
 

② 算定機関との関係 
モルガン･スタンレーは MUFG の関連当事者には該当しません。また、同様にメリルリン

チは三菱 UFJ 証券の関連当事者には該当しません。 
 

(4) 三菱 UFJ 証券のユーロ円 CB の取り扱い 

三菱 UFJ 証券が平成 11 年に発行した平成 26 年 9 月 30 日満期ユーロ円建転換社債につきま

しては、社債要項 6.3 項に基づき、平成 19 年 5 月 25 日に、額面による期前償還を行います。 
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3． 株式交換の当事会社の概要 

（平成 18 年 9 月 30 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 10,761,770.79 普通株式 726,023,292 
株主資本(連結)   9 兆 6,590 億円    6,963 億円 
総資産（連結） 184 兆 7,353 億円 13 兆 2,844 億円 
決  算  期 3 月 31 日 3 月 31 日 
従 業 員 数 982 人 5,999 人 
店  舗  数 964(注) 124 
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） 
(5.38%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(信託口) (4.35%)

ﾋｰﾛｰ.ｱﾝﾄﾞ.ｶﾝﾊﾟﾆｰ (2.76%)

日本生命保険 (1.99%)

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 (1.94%)

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) 

(1.62%)

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 

(1.53%)

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 

(1.34%)

トヨタ自動車 (1.12%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 
（三菱重工業・退給口） 

(1.10%)

 

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 
(2.87%)

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻー ﾋ゙ ｽ信託銀行(信託口) (2.43%)

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(信託口) (1.68%)

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 

(1.56%)

日本生命保険 (1.06%)

大同生命保険 (0.79%)

三菱 UFJ 証券従業員持株会 (0.61%)

ｵｰｴﾑ 04 ｴｽｴｽﾋﾞｰｸﾗｲｱﾝﾄｵﾑﾆﾊﾞｽ (0.49%) 

当 事 会 社 間 の 
資 本 関 係 

MUFG は三菱 UFJ 証券の発行済株式総数の 61.23％、総株主の議決権の 62.78％
を有しており、三菱 UFJ 証券は MUFG の連結子会社です。 

当 事 会 社 間 の 
人 的 関 係 

平成 19 年 3 月 28 日現在、MUFG の取締役 1 名が三菱 UFJ 証券の取締役を兼務

しており、三菱 UFJ 証券の取締役 2 名が MUFG の取締役を兼務しております。

（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＞ 

（連結ベース／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

経常収益/営業収益 25,551 26,285 42,939 1,363 1,555 3,096
営 業 利 益  280 211 914
経 常 利 益 5,783 5,932 10,780 323 243 968
当 期 純 利 益 5,608 3,384 7,707 362 188 611
1株当り当期純利益 87,156.63 円 51,086.02 円 93,263.15 円 77.31 円 40.15 円 103.22 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 620,797.48 円 673,512.65 円 692,792.38 円 971.00 円 836.28 円 974.30 円
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4．株式交換後の完全親会社の状況 

商     号 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 

主な事業の内容 銀行持株会社 

本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 

代  表  者 取締役社長 畔柳 信雄 

資  本  金   1 兆 3,830 億円 

株主資本(連結) 現時点では確定しておりません。 

総資産（連結） 現時点では確定しておりません。 

決  算  期 3 月 31 日 

会計処理の概要 本株式交換により、MUFG の資本金は増加いたしません。会社計算規則第 69
条第 1 項第 2 号ロ(2)の規定により計算される資本金の増加限度額のすべてを

資本準備金に組み入れるものといたします。また、本株式交換により発生する

のれん代に関しては現時点では未定です。 

株式交換による

業績への影響  
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 U F J 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 

 
 
 



 

 

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) に提出いたしました。Form F-4 には、目論見書（prospectus）及びその他の文書が含

まれています。Form F-4 の効力が発生した後、三菱 UFJ 証券は本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 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ています。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

して提出された 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、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2-4-1 
電話：81-3-6213-6584 
メール：kutose-hiroshi@sc.mufg.jp 

さらに、MUFG は、Form F-4、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、これらの 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 に提出した 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 signing of share exchange agreement to make Mitsubishi UFJ Securities 
a wholly-owned subsidiary of MUFG 

 
 
Tokyo, March 28, 2007 --- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) and Mitsubishi UFJ Securities Co., 
Ltd. (MUS) announced today that MUFG and MUS have signed a share exchange agreement to make MUS a 
wholly-owned subsidiary of MUFG through a share exchange transaction (the “Share Exchange”), each 
company having received the approval of their respective board of directors at meetings held today. On August 
29, 2006, the companies signed a basic agreement with regard to the proposed Share Exchange, subject to 
approval by MUS shareholders at the annual general shareholders’ meeting scheduled for June 28, 2007 and 
subject to approval by the relevant authorities.  
 
1. Purpose of the Share Exchange 
 

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 effectively high-
quality financial products and services.  

 
To stimulate the evolving trend from savings to investments, 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 among group companies while complying 
strictly with all laws and regulations, and conduct our business as a unified group, MUFG and MUS have 
agreed to make MUS a wholly-owned subsidiary of MUFG. 

 
By accelerating the exchange of personnel, utilizing the operational base and collaborating within the global 
network of the MUFG group, MUFG believes that the Share Exchange will enable it to further strengthen the 
securities and investment banking business and maximize synergies among its banking, trust and securities 
businesses. 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 customers at 
home and abroad. Through these efforts, MUFG aims to enhance the corporate value of the whole group for 
all of MUFG’s stakeholders, including MUS shareholders that will receive MUFG shares in the Share 
Exchange.  

 
Due to the fact that MUFG holds 62.78% of the voting rights of MUS common stock, in order to ensure a fair 
and appropriate share exchange ratio, for the purpose of implementing the Share Exchange, MUFG and MUS 
agreed on a share exchange ratio as a result of negotiations and discussions and by making reference to 
analyses of the Share Exchange ratio calculations and opinions of third-party institutions engaged by MUFG 
and MUS separately. The agreed-upon Share Exchange ratio was then examined and approved by each 
company’s respective board of directors, at which meetings outside directors and outside corporate auditors 
were also present.  

 
The common stock of MUS is scheduled to be delisted on September 25, 2007 (the final day of trading being 
September 21, 2007) in connection with the Share Exchange, with MUS becoming a wholly-owned 
subsidiary of MUFG effective September 30, 2007. 
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2. Outline of the Share Exchange 
 
(1) Schedule for the Share Exchange  

Board meetings to approve share exchange agreement March 28, 2007 
Signing of share exchange agreement March 28, 2007 
General shareholders’ meeting to approve share exchange agreement (MUS) June 28, 2007 (tentative) 
Delisting of MUS September 25, 2007 (tentative) 
Final date for tender of MUS shares September 30, 2007 (tentative) 
Effective date of Share Exchange September 30, 2007 (tentative) 
(Note 1)  MUFG is not required to obtain shareholder approval at its general shareholders’ meeting to conduct the Share 

Exchange because the Share Exchange is deemed a “simple share exchange” under Article 796-3 of the Company 
Law of Japan.  

(Note 2)  The effective date of the Share Exchange is subject to change by the mutual agreement of MUFG and MUS.   
 
(2) Share exchange ratio (the MUFG stock split is scheduled to become effective September 30, 2007) 

 MUFG (parent company) MUS (wholly-owned subsidiary) 
Share exchange ratio 

(Ratio prior to the stock split) 
1 

1.02 
(0.00102) 

<Share Allotment Ratio> 
MUFG shall issue 1.02 shares for each MUS share. However, MUFG will not issue any shares in the 
Share Exchange for the 444,576,120 shares of MUS that it holds. 

(Note 1)  Introduction of MUFG stock split ratio and share unit system 
 As MUFG announced on January 31, 2007 in the press release “Investment Unit Reduction”, MUFG plans to 

conduct a stock split pursuant to which each share of common stock will be split into 1000 shares on September 
30, 2007 (the same date as the effective date of the Share Exchange). The above share exchange ratio (the “Share 
Exchange Ratio”) is calculated based on the assumption that the stock split will become effective. In addition, 
concurrent with the stock split, MUFG is planning to adopt a unit share system whereby one unit of common stock 
will be comprised of 100 shares. Consequently, for all sales taking place following the stock split, after the initial 
sale on October 1, 2007, the 1000 shares resulting from the split of each share of MUFG common stock will be 
sold in 100-share units (In order for the stock split and unit share system to become effective, however, 
shareholders at MUFG’s general shareholders’ meeting scheduled for June 2007 must approve the necessary 
amendments to the articles of incorporation to increase the number of shares that MUFG is able to issue). 

 (Note 2)  Shares to be issued in the Share Exchange 
 In the Share Exchange, MUFG will issue to MUS shareholders (being the beneficial shareholders, excluding 

MUFG), in exchange for their common shares, the amount of common shares of MUFG equal to the aggregate 
number of shares held as of the day preceding the effective date (the effective date being September 30, 2007) by 
all shareholders entered or recorded in the final MUS shareholders’ register (including the beneficial shareholders’ 
register) multiplied by 1.02 (provided that, in the event the MUFG stock split does not take place on the planned 
date, multiplied by 0.00102). The common stock received by MUS shareholders from MUFG is expected to come 
from treasury stock rather than an issuance of new shares. Where an MUS shareholder is to receive a fraction of 
an MUFG common share in the Share Exchange, such MUS shareholder will instead receive monetary 
compensation under Article 234 of the Company Law of Japan.  

(Note 3)  MUFG’s interim dividend distribution 
 In the event that MUFG determines, in accordance with Article 49 of its Articles of Incorporation, to pay interim 

dividends in respect of the first half of the fiscal year ending March 31, 2008 to those holders of its common 
shares entered or recorded in its final shareholders’ register as of September 30, 2007 (the same date as the 
effective date of the Share Exchange), MUS shareholders who receive MUFG common shares on the effective 
date of the Share Exchange will also be entitled to receive such dividends. 
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(3) Basis of calculation for the Share Exchange Ratio  
 

1. Calculation basis and background 
In order to ensure the fairness and appropriateness of the Share Exchange Ratio, MUFG selected Morgan 
Stanley Japan Securities Co., Ltd. (“Morgan Stanley”), and MUS selected Merrill Lynch Japan Securities 
Co., Ltd. (“Merrill Lynch”), in each case as their respective third-party institutions to perform fairness 
analysis relating to the Share Exchange Ratio calculations.  
In its role as financial advisor to MUFG, on March 27, 2007 Morgan Stanley delivered its written 
opinion (“Opinion (1)”) to MUFG, that, based upon and subject to the factors and assumptions set forth 
in Opinion (1), matters considered and limits of review set forth therein, as of such date, the share 
exchange ratio was fair, from a financial point of view, to MUFG. 
Morgan Stanley performed an analysis of the historical stock price of MUFG based on the average 
closing price per share for MUFG shares on all trading days during the three-month period commencing 
on December 25, 2006 and ending on March 23, 2007, the average closing price per share for MUFG 
shares on all trading days during the one-month period commencing on February 26, 2007 and ending on 
March 23, 2007, the average closing price per share for MUFG shares on all trading days during the one-
month period prior to announcement of the basic agreement on the proposed share exchange, 
commencing on July 31, 2006 and ending on August 28, 2006, and the closing price per share for MUFG 
shares on March 23, 2007. Morgan Stanley also performed a discounted cash flow analysis and other 
relevant analyses for MUFG. With respect to MUS, Morgan Stanley performed an analysis of the 
historical stock price of MUS based on the average closing price per share for MUS shares on all trading 
days during the three-month period commencing on December 25, 2006 and ending on March 23, 2007, 
the average closing price per share for MUS shares on all trading days during the one-month period 
commencing on February 26, 2007 and ending on March 23, 2007, the average closing price per share for 
MUS shares on all trading days during the one-month period prior to announcement of the basic 
agreement on the proposed share exchange, commencing on July 31, 2006 and ending on August 28, 
2006, and the closing price per share for MUS shares on  March 23, 2007, an analysis of precedent 
transactions, a discounted cashflow analysis and other relevant analyses as well as an EPS 
accretion/dilution analysis. Morgan Stanley reviewed and considered such analyses as a whole in 
preparing its opinion.  

(Note 1) In conducting the discounted cashflow analysis, Morgan Stanley assumed that the expected future financial 
performance of MUFG or MUS was reasonably prepared by the management of MUFG or MUS, respectively, 
considering past performance and the industry environment and reflecting the best currently available estimates 
and judgment of the management of MUFG or MUS, respectively. 

The ranges of valuations evaluated based on the results of each analysis are as follows: 
a. The analysis of the historical stock prices of each of MUS and MUFG, which implied an 

exchange ratio ranging from 0.883 to 1.008 of MUS shares for each MUFG share. 
b. The precedent transactions analysis, which indicated an implied exchange ratio ranging from 

0.972 to 1.016 of MUS shares for each MUFG share. 
c. The discounted cash flow analysis, which derived an implied share exchange ratio of 0.920 to 

1.070 of MUS shares for each MUFG share.  

In preparing Opinion (1) and conducting the analyses that formed the basis for Opinion (1), Morgan 
Stanley assumed and relied on the accuracy and completeness of all information supplied or otherwise 
made available to it, and Morgan Stanley did not undertake any responsibility to independently verify 
such information nor has it undertaken an independent evaluation or appraisal of any assets or liabilities 
of MUFG or MUS nor has it been furnished with any such evaluation or appraisal.  With respect to the 
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financial forecast information and the expected synergies of the Share Exchange furnished to or 
discussed with Morgan Stanley by MUFG, Morgan Stanley assumed that they have been reasonably 
prepared and reflect the best currently available estimates and judgment of MUFG’s management as to 
the expected future financial performance of MUS or MUFG, as the case may be, and the expected 
synergies.  Morgan Stanley’s Opinion (1) was based upon market, economic and other conditions as they 
existed and could be evaluated on, and on the information made available to Morgan Stanley as of, 
March 27, 2007. 
(Note 2)  In arriving at its Opinion (1), Morgan Stanley made qualitative judgments as to the significance and relevance 

of each analysis and factor considered by it.  Accordingly, Morgan Stanley believes that its analysis must be 
considered as a whole and that selecting portions of its analysis and factors, without considering all analysis and 
factors, could create an incomplete view of the processes underlying such analysis and its Opinion (1).  In its 
analysis, Morgan Stanley made numerous assumptions with respect to MUFG, MUS, industry performance and 
regulatory environment, general business, economic, market and financial conditions, as well as other matters, 
many of which are beyond the control of MUFG and involve the application of complex methodologies and 
educated judgment. 

 The preparation of a fairness opinion is a complex analytical process involving various determinations as to the 
most appropriate and relevant methods of financial analyses and the application of those methods to the 
particular circumstances.  No company, business or transaction used in those analyses as a comparison is 
identical to MUFG, MUS or the share exchange, nor is an evaluation of the results of those analyses entirely 
mathematical; rather, it involves complex considerations and judgments concerning financial and operating 
characteristics and other factors that could affect the transactions, public trading or other values of the 
companies, business segments or transactions being analyzed.  The estimates contained in those analyses and 
the ranges of valuations resulting from any particular analysis are not necessarily indicative of actual results or 
values or predictive of future results or values, which may be significantly more or less favorable than those 
suggested by those analyses.  In addition, analyses relating to the value of businesses or securities are not 
appraisals and may not reflect the prices at which businesses, companies or securities actually may be sold.  
Accordingly, these analyses and estimates are inherently subject to substantial uncertainty. 

 Morgan Stanley’s Opinion (1) was prepared for the use and benefit of the Board of Directors of MUFG.  
Morgan Stanley’s Opinion (1) does not address the merits of the underlying decision by MUFG to engage in the 
Share Exchange.  In addition, MUFG did not ask Morgan Stanley to address, and Morgan Stanley’s Opinion (1) 
does not address, the fairness to, or any other consideration of, the holders of any class of securities, creditors or 
other constituencies of MUFG, other than MUFG.  Morgan Stanley did not express any opinion as to the prices 
at which the shares of MUFG will trade following the announcement of the consummation of the share 
exchange. 

In its role as financial advisor to MUS, on March 28, 2007 Merrill Lynch delivered its written opinion 
(“Opinion (2)”) to MUS that, based upon and subject to the factors and assumptions set forth in Opinion 
(2), matters considered and limits of review set forth therein, as of such date, the share exchange ratio 
was fair, from a financial point of view, to the holders of MUS common shares other than MUFG and its 
affiliates.   
In preparing Opinion (2) and conducting the analyses that formed the basis for Opinion (2), Merrill 
Lynch assumed and relied on the accuracy and completeness of all information supplied or otherwise 
made available to it, and Merrill Lynch has not assumed any responsibility for independently verifying 
such information nor has it undertaken an independent evaluation or appraisal of any assets or liabilities 
of MUS or MUFG nor been furnished with any such evaluation or appraisal.  With respect to the 
financial forecast information and the expected synergies of the Share Exchange furnished to Merrill 
Lynch, Merrill Lynch has assumed that they have been reasonably prepared and reflect the best currently 
available estimates and judgment of MUS’s management as to the expected future financial performance 
of MUS or MUFG, as the case may be, and the expected synergies.  Merrill Lynch’s Opinion (2) was 
based upon market, economic and other conditions as they existed and could be evaluated on, and on the 
information made available to Merrill Lynch as of, March 28, 2007.   
In evaluating the terms and conditions of the Share Exchange, Merrill Lynch performed various analyses 
that it deemed relevant, including an analysis of the historical stock prices, a comparable companies 
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analysis, a discounted cash flow analysis, a comparable transactions analysis, an analysis of premiums 
paid in comparable transactions, and an analysis of the pro forma impact of the Share Exchange, and 
reviewed and considered such analyses as a whole in preparing Opinion (2).  Merrill Lynch performed 
the following material financial analyses in connection with Opinion (2): 

a. An analysis of the historical stock prices of each of MUS and MUFG, which implied an 
exchange ratio ranging from 0.884 to 0.986 of a MUS share for each MUFG share. 

b. A comparable companies analysis for each of MUS and MUFG, which indicated an implied 
exchange ratio ranging from 0.870 to 1.305 of MUS shares for each MUFG share. 

c. A discounted cash flow analysis using the dividend discount model, which derived an implied 
share exchange ratio of 0.467 to 1.247 of MUS shares for each MUFG share. 

(Note 3) In arriving at its Opinion (2), Merrill Lynch made qualitative judgments as to the significance and relevance of 
each analysis and factor considered by it.  Accordingly, Merrill Lynch believes that its analysis must be 
considered as a whole and that selecting portions of its analysis and factors, without considering all analysis and 
factors, could create an incomplete view of the processes underlying such analysis and its Opinion (2).  In its 
analysis, Merrill Lynch made numerous assumptions with respect to MUS, MUFG, industry performance and 
regulatory environment, general business, economic, market and financial conditions, as well as other matters, 
many of which are beyond the control of MUS and involve the application of complex methodologies and 
educated judgment. 

The preparation of a fairness opinion is a complex analytical process involving various determinations as to the 
most appropriate and relevant methods of financial analyses and the application of those methods to the 
particular circumstances, and, therefore, such an opinion is not readily susceptible to partial analysis or 
summary description.  No company, business or transaction used in those analyses as a comparison is identical 
to MUS, MUFG or the share exchange, nor is an evaluation of the results of those analyses entirely 
mathematical; rather, it involves complex considerations and judgments concerning financial and operating 
characteristics and other factors that could affect the transactions, public trading or other values of the 
companies, business segments or transactions being analyzed.  The estimates contained in those analyses and 
the ranges of valuations resulting from any particular analysis are not necessarily indicative of actual results or 
values or predictive of future results or values, which may be significantly more or less favorable than those 
suggested by those analyses.  In addition, analyses relating to the value of businesses or securities are not 
appraisals and may not reflect the prices at which businesses, companies or securities actually may be sold.  
Accordingly, these analyses and estimates are inherently subject to substantial uncertainty. 

Merrill Lynch’s Opinion (2) is for the use and benefit of the board of directors of MUS.  Merrill Lynch’s 
Opinion (2) does not address the merits of the underlying decision by MUS to engage in the Share Exchange 
and does not constitute a recommendation to any shareholder of MUS as to how such shareholder should vote 
on the proposed Share Exchange, or whether any opposing shareholder should exercise its statutory opposition 
rights of appraisal in respect thereof.  In addition, MUS did not ask Merrill Lynch to address, and Merrill 
Lynch’s Opinion (2) does not address, the fairness to, or any other consideration of, the holders of any class of 
securities, creditors or other constituencies of MUS, other than the holders of MUS’s common shares.  Merrill 
Lynch does not express any opinion as to the prices at which the shares of MUFG will trade following the 
announcement of the consummation of the share exchange. 

The above description assumes that the Share exchange will occur after the split of each MUFG share 
into 1,000 MUFG shares scheduled to occur on September 30, 2007. 
MUFG and MUS carefully considered the expert analysis and opinion relating to the Share Exchange 
Ratio received from the third-party calculation institutions referred to above, and as a result of 
subsequent negotiation and discussion between MUFG and MUS which took into account this 
information, each company approved the Share Exchange Ratio at their respective board of directors’ 
meetings held on March 28, 2007 and signed the share exchange agreement on the same date.  
The Share Exchange Ratio is subject to change by the mutual agreement of MUFG and MUS in the event 
of a substantial change in the conditions on which the calculation is based.  
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2. Relations with the calculation institutions 
Morgan Stanley is not a related party of MUFG. Likewise, Merrill Lynch is not a related party of MUS. 

 
(4) Treatment of MUS’s yen-denominated convertible bonds 

With respect to MUS’s yen-denominated convertible bonds issued in 1999 and due September 30, 2014, 
MUS will, under Section 6.3 of the Terms and Conditions of the bonds, redeem them on May 25, 2007 at 
par prior to maturity in accordance with their terms.  
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3. Overview of MUFG and MUS (As of September 30, 2006) 
 
 Parent company Wholly-owned subsidiary 
Company name Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. 
Business description Bank holding company 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   10,761,770.79 Common stock   726,023,292 

Stockholder’s equity 9,659.0 billion yen 696.3 billion yen 
Total assets 184,735.3 billion yen 13,284.4 billion yen 
Date of fiscal year end March 31 March 31 
Number of employees 982 5,999 
Number of offices 964* 124 

Japan Trustee Services Bank (Trust 
Account)  5.38% Mitsubishi UFJ Financial Group, 

Inc. 61.23%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
(Trust Account) 4.35% Toyota Motor Corporation 3.84%

Hero & Co. 2.76% State Street Bank and Trust Company 2.87%
Nippon Life Insurance Company 1.99% Japan Trustee Services Bank, Ltd. 

(Trust Account) 2.43%
The Chase Manhattan Bank, N.A. 
London 1.94% The Master Trust Bank of Japan, 

Ltd. (Trust Account) 1.68%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 
(Pension trust account for Meiji Yasuda 
Life Insurance Company) 

1.62% State Street Bank and Trust 
Company 505025 1.56%

State Street Bank and Trust Company 505103 1.53% Nippon Life Insurance Company 1.06%
State Street Bank and Trust Company 1.34% Daido Life Insurance Company 0.79%
Toyota Motor Corporation 1.12% Mitsubishi UFJ Securities Employee 

Stockholding Association 0.61%

Principal shareholders 
(name and percentage 
of shares outstanding) 

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

1.10% OM 04 SSP Client Omnibus 0.49%

Capital ties between 
the companies 

MUFG holds 61.23% of the issued and outstanding shares of MUS and 62.78% of the voting rights. 
MUS is a consolidated subsidiary of MUFG. 

Personnel ties between 
the companies 

As of March 28, 2007, one MUFG director is also a director of MUS and two MUS directors are also 
directors of MUFG.  

*  Figure is the aggregate of The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. 
**All financial information is presented in Japanese GAAP. 
 
<Financial Results>                                                                   (consolidated basis/billions of yen) 

Fiscal year FY2003 
(March, 2004) 

FY2004 
(March, 2005)

FY2005 
(March, 2006) 

FY2003 
(March, 2004)

FY2004 
(March, 2005) 

FY2005 
(March, 2006)

Ordinary income/ 
Operating income 2,555.1 2,628.5 4,293.9 136.3 155.5 309.6

Operating profit  28.0 21.1 91.4

Ordinary profit 578.3 593.2 1,078.0 32.3 24.3 96.8

Net income 560.8 338.4 770.7 36.2 18.8 61.1
Net income per 
share* 87,156.63 51,086.02 93,263.15 77.31 40.15 103.22

Dividend per share* 6,000.00 6,000.00 7,000.00 9.00 9.00 20.00
Stockholders’  
equity per share* 620,797.48 673,512.65 692,792.38 971.00 836.28 974.30

*(yen) 
**All financial information is presented in Japanese GAAP. 
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4. Parent company information after the Share Exchange 
 
Company name Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 

Business description Bank holding company 

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

Representative President: Nobuo Kuroyanagi 

Capital stock 1,383.0 billion yen 

Shareholder’s equity 
(consolidated) 

Not determined at present 

Total assets 
(consolidated) 

Not determined at present 

Date of fiscal year end March 31 

Outline of accounting 
treatment 

There will be no increase in the capital stock of MUFG as a result of the Share 
Exchange. The maximum capital increase allowable as calculated under Article 
69, Subsection 1.2(2) of the Corporate Accounting Regulations shall be added to 
the capital reserve. Goodwill in connection with the Share Exchange has not yet 
been determined. 

Impact of the Share 
Exchange on financial 
results 

There are no changes to the results forecast already announced by MUFG.  

*All financial information is presented in Japanese GAAP. 
 

 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 



 

   
   

 

Filings with the U.S. SEC 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (“MUFG”) filed a registration statement on Form F-4 (“Form F-4”) with the U.S. SEC 
in connection with the share exchange transaction to make Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. (“MUS”) a wholly-owned 
subsidiary of MUFG.  The Form F-4 contains a prospectus and other documents.  After the Form F-4 is 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 transaction will be voted upon. The Form F-4 and prospectus contain important information about MUFG, MUS, 
the share 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 are filed with the U.S. SEC in connection with the share exchange transaction carefully before 
they make any voting and investment decision with respect to the share exchange transaction.  The Form F-4, the prospectus 
and all other documents filed with the U.S. SEC in connection with the share 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 share exchange transaction will be made available to MUS 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 
2-4-1, 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, the prospectus and the other documents filed with the U.S. SEC in connection with the share 
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.  Such filings with the U.S. SEC 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 U.S. 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 has filed 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. 

 




